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平成 18年 2 月 21日 

 

各 位 

会 社 名 株式会社 コ ロ ナ 

代 表 者 名 代表取締役社長 内田 力 

（コード番号 5909 東証第二部） 

問い合せ先 取締役執行役員経理部長 及川 良文 

（ＴＥＬ 0256－32－2111） 

 

 

(訂正)「平成17年3月期決算短信(連結)」並びに「平成18年3月期中間決算短信(連結)」の一部訂正について 

 

当社は、平成 18 年 2 月 20 日付で有価証券報告書の訂正報告書を提出しております。このため、平成 17 年 5 月 18 日に

発表いたしました「平成 17 年 3 月期決算短信（連結）」並びに平成 17 年 11 月 11 日に発表いたしました「平成 18 年 3

月期中間決算短信（連結）」における該当箇所につきましても、下記の通り追加・訂正いたします。 

※訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

 

1.訂正事項 
 

（1）「平成 17 年 3 月期決算短信（連結）」（ページ 4,5） 

 ２．経営方針 

 （4）会社の対処すべき課題 

   ④その他の課題として 

 

（訂正前） 

 （前略） 

2）販売価格について 

デフレ傾向にありますが、高付加価値商品投入により単価下落を最小限にするよう努めてまいります。 

3）原材料費の高騰について 

対中国輸出の急増による鉄鋼などの原材料費の値上げが急速に進みつつあります。値上げを最小限にとどめると同

時に、製品価格への転嫁も検討しながら利益の減少にならないように努めてまいります。 

4）資金運用について 

当社は、当社グループ資金の有効活用の観点から、運用を行っております。 

運用に当っては、当社内の運用規定を遵守し、主に日本国債、外国債券・外貨建 MMF 等を運用対象としております。

また、運用枠・運用対象・リスク分散基準・ロスカットルール等を定めることで運用資産のリスク管理を行っており

ます。 

外国債券の運用に関しては、現在、米国債を中心とした長期運用に努め、原則として為替変動による差益を取るこ

とを目的とするものではありません。ただし、運用に当っての為替リスクヘッジは行っておりません。 

当連結会計年度末における当社グループの資金運用残高は 8,813 百万円（前期比 7,147 百万円減）。当連結会計期間

における資金運用による売買損益△382 百万円（前期比損失 88 百万円減）、受取利息 441百万円（前期比 191百万円

減）であり、資金運用の総損益は 58 百万円（前期比 90 百万円減）です。また当連結会計年度の評価損益は△180 百

万円（前期比損失 463 百万円減）発生しております。 
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当社グループの業績は、為替相場、金利及び債券相場等の動向に影響を受ける可能性があります。 
 

（訂正後） 

 （前略） 

2）販売価格・競争の激化について 

当社グループの事業分野においては、大規模な国際的企業から専業企業に至るまで多様な競争相手が存在し、競争

は大変厳しいものとなっております。特に労務コストの安い地域での生産が進んでおり、価格競争を激化させており

ます。 

石油暖房機器や石油給湯機器の市場は既に成熟した市場であり、石油以外のエネルギーを熱源とする機器とも激し

く競合しております。また、新しい製品が市場の支持を獲得したり、新しい競合や既存の競合間の提携等が市場で大

きなシェアを獲得する可能性もあります。 

このような環境の中、当社グループは、高付加価値商品の開発を進めるとともに引き続きコスト削減に取り組むこ

とで市場における商品の価格対応力の強化に努めております。さらに流通・販売店とのタイアップ戦略を強化するこ

とにより販売数量の拡大及びシェアの拡大につなげ、市場シェアの面からも競争優位となるよう取り組んでおります。

しかしながら価格面での圧力や有効に競争できないことによる顧客離れは、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

3）原材料費等の高騰について 

当社グループは、普通鋼薄板・亜鉛メッキ鋼板などの鋼材、銅・アルミニウムなどの非鉄材料、及び ABS 樹脂・PS

樹脂等の樹脂材料など、各種の原材料を使用しておりますが、その価格は、日本をはじめ、米国、欧州、東南アジア、

中国、韓国などの主要需要国の景気動向と需給のバランス、また世界レベルでの相場動向や需給のバランス等によっ

て変動します。 

近年は、特に中国の急速な経済成長に伴う需要拡大による原材料価格の高騰や、投機資金が原油や非鉄材料などの

先物商品に流入したことなどにより高騰し、高止まりの傾向で推移しております。 

当社グループといたしましては、原材料の計画的な手配や材料仕様の見直し等、価格変動の影響を最小限にとどめ

るよう努めておりますが、今後さらに原材料価格及び原油高による燃料価格の高騰が顕著となった場合は、当社グル

ープの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

4）資金運用について 

当社は、当社グループ資金の有効活用の観点から、運用を行っております。 

運用に当っては、当社内の運用規定を遵守し、主に日本国債、外国債券・外貨建 MMF 等を運用対象としております。

なお、外国債券の運用に関しましては、米国債を中心とした長期運用を基本方針とし、為替変動による差益を取るこ

とを目的とするものではありません。従って、運用に当って為替のリスクヘッジは行っておりません。 

当連結会計年度末における当社グループの資金運用残高は 8,813 百万円(前期比 7,147 百万円減)。当連結会計期間

における資金運用による売買損益△382 百万円(前期比損失 88 百万円減)、受取利息 441 百万円(前期比 191 百万円減)

であり、資金運用の総損益は 58 百万円(前期比 90 百万円減)であります。また当連結会計年度の評価差額金は△180

百万円(前期比損失 463 百万円減)発生しております。 

当社では、資金運用のリスクを最小限に抑えるため取締役会の決議により運用限度額(運用枠)、リスクの許容限度

額(運用対象・リスク分散基準の 3ヵ月毎の見直し)、ロスカットルール等を定めることでリスク管理を行っておりま

す。しかしながら、為替相場、金利及び債券相場等の動向により、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

5）災害等による影響について 

当社グループにおける生産拠点は、当社の 3工場及び子会社の 5工場すべてが新潟県内に存在しております。一拠

点への過度の集中を避けるため、上記各工場は新潟県内の各地域に分散させ、一部工場の生産能力が低下した場合で

も、他工場に人員や生産設備等を速やかに移動させ、災害による損失が軽減できるような体制を敷いております。し

かしながら、新潟県全域に影響を及ぼすような大規模災害が発生した場合には、生産能力が著しく低下し、事業活動

に大きな損失が発生することにより、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
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6）製造物責任について 

当社グループは、商品構成のうち「石油暖房機器」はもとより「住宅設備機器」に含まれる石油給湯機・風呂釜内

蔵給湯機など、石油をエネルギー源とする商品及びシステムの供給を主力事業としておりますが、これら石油の燃焼

を主機能とする商品の性質上、燃焼不具合・火災等によりお客様の生命・財産に損害を与える危険性を内在しており

ます。 

当社は、昭和 12 年の創業以来蓄積されたノウハウや技術を基礎として、不具合や火災等を回避すべく商品開発に取

り組んで参りました。また、平成 11 年には ISO9001 の認証を取得し、お客様に安心してご使用いただけるよう品質マ

ネジメント体制の構築と品質保証体系の確立に努めております。 

しかしながら、すべての商品に欠陥が皆無で、将来にわたってリコールが発生しないという保証はありません。ま

た、万が一の場合に備えて製造物責任賠償保険に加入しておりますが、この保険が最終的に負担する賠償額を充分に

カバーできるという保証はありません。このように予測の範囲を超える大規模なリコールや製造物責任賠償につなが

るような商品の欠陥が発生した場合には、当社グループの事業展開及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

7）役員及びその近親者が議決権の過半数を所有する会社との取引について 

当社は、当社の代表取締役社長内田力及び代表取締役副社長﨑山興紀並びにその近親者が議決権の過半数を所有す

る株式会社内田商会との間で、下記の損害保険取引を行っております。当該取引につきましては、適時当社の取締役

会で商法第 265 条の利益相反取引に係る決議を行っておりますが、今後は順次解消していく方針であります。なお、

株式会社内田商会は、当社の主要株主であります株式会社コロナ興産の議決権を過半数所有しております。 

関係内容 
会社等 

の名称 
住所 

資本金 

(千円) 

事業の 

内容又 

は職業 

議決権等の 

所有(被所有)

割合(％) 

役員の 

兼任等 

事業上 

の関係 

取引の 

内容 

取引 

金額 

(千円) 

科目 

期末 

残高 

(千円) 

㈱内田 

商会 

新潟県 

三条市 
12,235 

損害保険 

代理業 

(被所有) 

間接 37.3 

役員 

2 人 

損害保 

険取引 

保険料 

の支払 
97,990 

前払 

費用 
19,816 

(注) 取引の条件及び取引条件の決定方法等 
 保険料の支払いについては、一般的な保険取引と同一の条件であります。 

 

（2）「平成 18 年 3 月期中間決算短信（連結）」（ページ 9） 

 ３．経営成績及び財政状態 

 （3）事業等のリスク 

   

（訂正前） 

 （前略） 

2）販売価格について 

熾烈な価格競争により販売価格は下降傾向にありますが、高付加価値商品投入により単価下落を最小限にするよう

努めてまいります。 

3）原材料費等の高騰について 

鉄鋼などの原材料費の値上げ及び原油高が急速に進みつつあります。値上げを最小限にとどめると同時に、製品価

格への転嫁も検討しながら利益の減少にならないように努めてまいります。 

4）資金運用について 

当社は、当社グループ資金の有効活用の観点から、運用を行っております。 

運用に当っては、当社内の運用規定を遵守し、主に日本国債・外国債券・外貨建ＭＭＦ・預金等を運用対象として

おります。また、運用枠・運用対象・リスク分散基準・ロスカットルール等を定めることで運用資産のリスク管理を

行っております。 

現在は、日本国債を中心とした運用を行い、長期運用かつ安定的な運用に努めております。また、一部において投

資信託による外国債券の運用を行っておりますが、今後の市場動向によっては米国債を中心とした長期運用を行う可

能性もあります。なお、運用に当っての為替リスクヘッジは行いません。 
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平成 17 年 9 月中間期末における当社グループの資金運用残高は 53 億 49 百万円（前中間期 91 億 88 百万円）、当中

間連結会計期間における資金運用による売買損益△7 百万円（前中間期△1 億 58 百万円）、受取利息及び受取配当金

86 百万円（前中間期 2億 94 百万円）であり、資金運用の総損益は 79 百万円（前中間期1億 35 百万円）です。また

当中間期末の評価差額金（税効果相当額控除後）は 15 百万円（前中間期△2億 23 百万円）であります。 

当社グループの業績は、為替相場、金利及び債券相場等の動向に影響を受ける可能性があります。 

 

（訂正後） 

 （前略） 

2）販売価格・競争の激化について 

当社グループの事業分野においては、大規模な国際的企業から専業企業に至るまで多様な競争相手が存在し、競争

は大変厳しいものとなっております。特に労務コストの安い地域での生産が進んでおり、価格競争を激化させており

ます。 

石油暖房機器や石油給湯機器の市場は既に成熟した市場であり、石油以外のエネルギーを熱源とする機器とも激し

く競合しております。また、新しい製品が市場の支持を獲得したり、新しい競合や既存の競合間の提携等が市場で大

きなシェアを獲得する可能性もあります。 

このような環境の中、当社グループは、高付加価値商品の開発を進めるとともに引き続きコスト削減に取り組むこ

とで市場における商品の価格対応力の強化に努めております。さらに流通・販売店とのタイアップ戦略を強化するこ

とにより販売数量の拡大及びシェアの拡大につなげ、市場シェアの面からも競争優位となるよう取り組んでおります。

しかしながら価格面での圧力や有効に競争できないことによる顧客離れは、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

3）原材料費等の高騰について 

当社グループは、普通鋼薄板・亜鉛メッキ鋼板などの鋼材、銅・アルミニウムなどの非鉄材料、及び ABS 樹脂・PS

樹脂等の樹脂材料など、各種の原材料を使用しておりますが、その価格は、日本をはじめ、米国、欧州、東南アジア、

中国、韓国などの主要需要国の景気動向と需給のバランス、また世界レベルでの相場動向や需給のバランス等によっ

て変動します。 

近年は、特に中国の急速な経済成長に伴う需要拡大による原材料価格の高騰や、投機資金が原油や非鉄材料などの

先物商品に流入したことなどにより高騰し、高止まりの傾向で推移しております。 

当社グループといたしましては、原材料の計画的な手配や材料仕様の見直し等、価格変動の影響を最小限にとどめ

るよう努めておりますが、今後さらに原材料価格及び原油高による燃料価格の高騰が顕著となった場合は、当社グル

ープの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

4）資金運用について 

当社は、当社グループ資金の有効活用の観点から、運用を行っております。 

運用に当っては、当社内の運用規定を遵守し、主に日本国債、外国債券・外貨建 MMF 等を運用対象としております。 

現在は、日本国債を中心とした運用を行い、長期運用かつ安定的な運用に努めております。また、一部において投

資信託による外国債券の運用を行っておりますが、今後の市場動向によっては米国債を中心とした長期運用を行う可

能性もあります。なお、運用に当っての為替リスクヘッジは行っておりません。 

平成 17 年 9 月中間期末における当社グループの資金運用残高は 53 億 49 百万円（前中間期 91 億 88 百万円）、当中

間連結会計期間における資金運用による売買損益△7百万円（前中間期△1億 58 百万円）、受取利息及び受取配当金

86 百万円（前中間期 2億 94 百万円）であり、資金運用の総損益は 79 百万円（前中間期 1億 35 百万円）です。また

当中間期末の評価差額金（税効果相当額控除後）は 15 百万円（前中間期△2億 23 百万円）であります。 

当社では、資金運用のリスクを最小限に抑えるため取締役会の決議により運用限度額(運用枠)、リスクの許容限度

額(運用対象・リスク分散基準の 3ヵ月毎の見直し)、ロスカットルール等を定めることでリスク管理を行っておりま

す。しかしながら、為替相場、金利及び債券相場等の動向により、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 
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5）災害等による影響について 

当社グループにおける生産拠点は、当社の 3工場及び子会社の 5工場すべてが新潟県内に存在しております。一拠

点への過度の集中を避けるため、上記各工場は新潟県内の各地域に分散させ、一部工場の生産能力が低下した場合で

も、他工場に人員や生産設備等を速やかに移動させ、災害による損失が軽減できるような体制を敷いております。し

かしながら、新潟県全域に影響を及ぼすような大規模災害が発生した場合には、生産能力が著しく低下し、事業活動

に大きな損失が発生することにより、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

6）製造物責任について 

当社グループは、商品構成のうち「石油暖房機器」はもとより「住宅設備機器」に含まれる石油給湯機・風呂釜内

蔵給湯機など、石油をエネルギー源とする商品及びシステムの供給を主力事業としておりますが、これら石油の燃焼

を主機能とする商品の性質上、燃焼不具合・火災等によりお客様の生命・財産に損害を与える危険性を内在しており

ます。 

当社は、昭和 12 年の創業以来蓄積されたノウハウや技術を基礎として、不具合や火災等を回避すべく商品開発に取

り組んで参りました。また、平成 11 年には ISO9001 の認証を取得し、お客様に安心してご使用いただけるよう品質マ

ネジメント体制の構築と品質保証体系の確立に努めております。 

しかしながら、すべての商品に欠陥が皆無で、将来にわたってリコールが発生しないという保証はありません。ま

た、万が一の場合に備えて製造物責任賠償保険に加入しておりますが、この保険が最終的に負担する賠償額を充分に

カバーできるという保証はありません。このように予測の範囲を超える大規模なリコールや製造物責任賠償につなが

るような商品の欠陥が発生した場合には、当社グループの事業展開及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

7）役員及びその近親者が議決権の過半数を所有する会社との取引について 

当社は、当社の代表取締役社長内田力及び代表取締役副社長﨑山興紀並びにその近親者が議決権の過半数を所有す

る株式会社内田商会との間で、下記の損害保険取引を行っております。当該取引につきましては、適時当社の取締役

会で商法第 265 条の利益相反取引に係る決議を行っておりますが、今後は順次解消していく方針であります。なお、

株式会社内田商会は、当社の主要株主であります株式会社コロナ興産の議決権を過半数所有しております。 

関係内容 
会社等 

の名称 
住所 

資本金 

(千円) 

事業の 

内容又 

は職業 

議決権等の 

所有(被所有)

割合(％) 
役員の 

兼任等 

事業上 

の関係 

取引の 

内容 

取引 

金額 

(千円) 

科目 

期末 

残高 

(千円) 

㈱内田 

商会 

新潟県 

三条市 
12,235 

損害保険 

代理業 

(被所有) 

間接 37.3 

役員 

2 人 

損害保 

険取引 

保険料 

の支払 
59,981 

前払 

費用 
11,310 

(注) 取引の条件及び取引条件の決定方法等 
 保険料の支払いについては、一般的な保険取引と同一の条件であります。 

 

 

 

以 上 


