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平成 20 年 2 月 13 日 

 

各 位 

会 社 名 ティアック株式会社 

代表者名  取締役社長    英 裕治 

（コード番号 6803 東証第１部） 

問合せ先  取締役財務部長 野村佳秀 

TEL (042)356-9116 

 

(訂正)「平成 19 年３月期 第３四半期財務・業績の概況(連結)」の一部訂正について 

 

平成19年 2月 16日に発表いたしました「平成19年３月期 第３四半期財務・業績の概況(連

結)」の記載内容につきまして、一部訂正すべき箇所がありましたため、下記のとおり訂正い

たします。訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

記 

 

平成 19 年３月期 第３四半期財務・業績の概況（連結）の訂正箇所について 
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訂正箇所① ［添付資料］1. （要約）四半期連結貸借対照表   

(P.4) 

【訂正前】 

（単位：百万円） 

当四半期 

(平成19年３月期 

第３四半期末) 

前連結会計年度 

(平成18年３月期) 
増 減 

前年同四半期 

(平成18年３月期 

第３四半期末) 

          期別 

 

 

科目 金額    構成比    金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比 

(資産の部)  ％  ％ ％ ％

Ⅰ 流動資産   

   現金及び預金 5,747 8,064 △2,317 △28.7 9,651

   受取手形及び売掛金 12,179 12,803 △624 △4.9 12,832

たな卸資産 11,234 11,547 △312 △2.7 14,645

   その他 1,438 1,742 △303 △17.4 2,278

   貸倒引当金 △387 △313 △74 23.6 △439

流動資産合計 30,212 83.1 33,844 83.0 △3,632 △10.7 38,967 85.0

   

Ⅱ 固定資産   

   有形固定資産 4,457 4,751 △293 △6.2 4,986

   無形固定資産 366 499 △133 △26.7 383

   投資その他の資産 1,751 1,912 △160 △8.4 5,545

   貸倒引当金 △432 △217 △215 99.1 △4,014

   固定資産合計 6,142 16.9 6,946 17.0 △803 △11.6 6,900 15.0

   

資産合計 36,355 100.00 40,791 100.00 △4,436 △10.9 45,867 100.00

 

【訂正後】 

（単位：百万円） 

当四半期 

(平成19年３月期 

第３四半期末) 

前連結会計年度 

(平成18年３月期) 
増 減 

前年同四半期 

(平成18年３月期 

第３四半期末) 

          期別 

 

 

科目 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比 

(資産の部)  ％  ％ ％ ％

Ⅰ 流動資産   

   現金及び預金 5,747 8,064 △2,317 △28.7 9,651

   受取手形及び売掛金 12,179 12,803 △624 △4.9 12,832

たな卸資産 11,234 11,547 △312 △2.7 14,645

   その他 1,438 1,742 △303 △17.4 2,278

   貸倒引当金 △603 △313 △290 92.6 △439

流動資産合計 29,996 82.5 33,844 83.0 △3,847 △11.4 38,967 85.0

   

Ⅱ 固定資産   

   有形固定資産 4,457 4,751 △293 △6.2 4,986

   無形固定資産 366 499 △133 △26.7 383

   投資その他の資産 1,751 1,912 △160 △8.4 5,545

   貸倒引当金 △216 △217 0 △0.1 △4,014

   固定資産合計 6,358 17.5 6,946 17.0 △588 △8.5 6,900 15.0

   

資産合計 36,355 100.00 40,791 100.00 △4,436 △10.9 45,867 100.00
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訂正箇所② 【海外売上高】   

(P.10) 

【訂正前】 

当第３四半期(自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日)          （単位：百万円） 

               販売地域 
項目 

米大陸     欧州     アジア     その他  計 

Ⅰ 海外売上高 15,285 9,531 9,053 8,099 41,969

Ⅱ 連結売上高 ─ ─ ─ ─ 51,579

Ⅲ  海外売上高の連結売上 
高に占める割合(％) 

29.6 18.5 17.6 15.7 81.4

 

【訂正後】 

当第３四半期(自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日)          （単位：百万円） 

               販売地域 
項目 

米大陸     欧州     アジア     その他  計 

Ⅰ 海外売上高 15,317 10,511 13,523 2,454 41,807

Ⅱ 連結売上高 ─ ─ ─ ─ 51,579

Ⅲ  海外売上高の連結売上 
      高に占める割合(％) 

29.7 20.4 26.2 4.8 81.1

 

 

以上 


