
 

                    

平成 18 年 3 月 14 日 

各   位 

                              長野県須坂市大字小河原 2,150 番地 1 

                              株 式 会 社  鈴  木 

                              代表取締役社長  鈴 木  教 義 

                 （ＪＡＳＤＡＱ  コード番号：6785）            

                              問合せ先 取締役経理部長 吉田章一 

                                電話番号 (０２６)２５１－２６００ 

 

 

【訂正】平成 18 年 6 月期中間決算短信（非連結）の一部訂正について 
 

 

 平成 18 年 2 月 14 日に開示いたしました「平成 18 年 6 月期中間決算短信（非連結）」の内容につきまして、

下記のとおり一部訂正がございますのでお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

 

《訂正箇所》平成 18 年 6 月期中間決算短信（非連結） 

       2 ページ 1．企業集団の状況 

      19 ページ 4．個別中間財務諸表等 

             注記事項 

             中間損益計算書関係 ※5 減損損失 

 

《訂正内容》 

１．企業集団の状況 

【訂正前】 

 ＜前略＞ 

 （注） ※1 関連会社 

     ※2 前期まで関連会社であった EURO CONNECTIC PRECISION は平成 17 年６月 30 日付けで 

        解散決議を行い、平成 17 年 10 月 15 日付けで精算結了しております。 

【訂正後】 

 ＜前略＞ 

 （注） ※1 関連会社 

     ※2 前期まで関連会社であった EURO CONNECTIC PRECISION は平成 17 年６月 30 日付けで 

        解散決議を行い、平成 17 年 10 月 19 日付けで精算結了しております。 

 



４．個別中間財務諸表等 

  注記事項 

  （中間貸借対照表関係） 

【訂正前】 

 ＜前略＞ 

前中間会計期間 

（自 平成 16 年７月１日 

 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 17 年７月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日） 

前事業年度 

（自 平成 16 年７月１日 

至 平成 17 年６月 30 日） 

※５ 減損損失 

 当会計期間において当社は以下の資産グル

ープについて減損損失を計上しました。 

※５ 減損損失 

 当中間会計期間において当社は以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。 

 

場所 用途 種類 

特品製造部 

（長野県長野

市） 

リードフレー

ム等製造用建

物及び土地 

 

建物、土地 

 当社は、内部管理上採用している事業部門に

よりグルーピングしております。 

 部品製造事業の再編成のための新工場用の

土地取得にともない、新工場に移転予定の事業

部門の資産グループのうち、回収可能価額の下

落が認められるものについて帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（23,000 千円）として特別損失に計上しまし

た。その内訳は建物 23,000 千円であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味

売却価額により測定しており、建物については

備忘価格で、土地については重要性が乏しいた

め、路線価による相続税評価額を基礎とした指

標により評価しております。 

※５ 減損損失 

 当中間会計期間において当社は以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。 

 
場所 用途 種類 

特品製造部 

（長野県長野

市） 

リードフレー

ム等製造用建

物及び土地 

 

建物、土地 

長野県下高井

郡木島平村 

福利厚生施設

（遊休資産）
建物、土地 

 当社は、内部管理上採用している事業部門に

よりグルーピングしており、遊休資産について

は、個々の資産ごとにグルーピングしておりま

す。 

 部品製造事業の再編成のための新工場用の

土地取得にともない、新工場に移転予定の事業

部門の資産グループのうち、回収可能価額の下

落が認められるもの及び将来の具体的使用計

画のない遊休資産について、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（38,108 千円）として特別損失に計上しまし

た。その内訳は建物 780 千円、土地 32,327 千

円であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味

売却価額により測定しており、建物については

備忘価格で、土地については重要性が乏しいた

め、路線価による相続税評価額を基礎とした指

標により評価しております。 

場所 用途 種類 

 
特品製造部 

（長野県長野

市） 

 
リードフレー

ム等製造用建

物及び土地 

 

 
建物、土地 

 当社は、内部管理上採用している事業部門に

よりグルーピングしております。 

 部品製造事業の再編成のための新工場用の

土地取得にともない、新工場に移転予定の事業

部門の資産グループのうち、回収可能価額の下

落が認められるものについて帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（23,000 千円）として特別損失に計上しまし

た。その内訳は建物 23,000 千円であります。

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味

売却価額により測定しており、建物については

備忘価格で、土地については重要性が乏しいた

め、路線価による相続税評価額を基礎とした指

標により評価しております。 

 



 
【訂正後】 

 ＜前略＞ 

前中間会計期間 

（自 平成 16 年７月１日 

 至 平成 17 年 12 月 31 日） 

当中間会計期間 

（自 平成 17 年７月１日 

至 平成 17 年 12 月 31 日） 

前事業年度 

（自 平成 16 年７月１日 

至 平成 17 年６月 30 日） 

※５ 減損損失 

 当会計期間において当社は以下の資産グル

ープについて減損損失を計上しました。 

※５ 減損損失 

 当中間会計期間において当社は以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。 

 

場所 用途 種類 

特品製造部 

（長野県長野

市） 

リードフレー

ム等製造用建

物及び土地 

 

建物、土地 

 当社は、内部管理上採用している事業部門に

よりグルーピングしております。 

 部品製造事業の再編成のための新工場用の

土地取得にともない、新工場に移転予定の事業

部門の資産グループのうち、回収可能価額の下

落が認められるものについて帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（23,000 千円）として特別損失に計上しまし

た。その内訳は建物 23,000 千円であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味

売却価額により測定しており、建物については

備忘価格で、土地については重要性が乏しいた

め、路線価による相続税評価額を基礎とした指

標により評価しております。 

※５ 減損損失 

 当中間会計期間において当社は以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。 

 
場所 用途 種類 

特品製造部 

（長野県長野

市） 

リードフレー

ム等製造用建

物及び土地 

 

建物、土地 

長野県下高井

郡木島平村 

福利厚生施設

（遊休資産）
建物、土地 

 当社は、内部管理上採用している事業部門に

よりグルーピングしており、遊休資産について

は、個々の資産ごとにグルーピングしておりま

す。 

 事業部門によるグルーピングされたセグメ

ントには減損の兆候はありませんでしたが、部

品製造事業の再編成により建設中の新工場に

集約される事業部門の資産グループのうち、処

分が予定され回収可能価額の下落が認められ

る建物、土地及び将来の具体的使用計画のない

遊休資産について、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失（38,108千円）

として特別損失に計上しました。その内訳は建

物 780千円、土地 37,327千円であります。 

なお、回収可能価額は正味売却可能価額により

測定しており、不動産鑑定基準による評価額及

び売却見込額等を基礎として評価しておりま

す。 

場所 用途 種類 

 
特品製造部 

（長野県長野

市） 

 
リードフレー

ム等製造用建

物及び土地 

 

 
建物、土地 

 当社は、内部管理上採用している事業部門に

よりグルーピングしております。 

 部品製造事業の再編成のための新工場用の

土地取得にともない、新工場に移転予定の事業

部門の資産グループのうち、回収可能価額の下

落が認められるものについて帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（23,000 千円）として特別損失に計上しまし

た。その内訳は建物 23,000 千円であります。

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味

売却価額により測定しており、建物については

備忘価格で、土地については重要性が乏しいた

め、路線価による相続税評価額を基礎とした指

標により評価しております。 

 
 

以 上 


