
                                           平成１８年９月１１日   
各  位 

                                               上場会社名  日本カーボン株式会社 
                                              代表者 取締役社長 鳥羽 雄一 

                              （コード番号 5302 東証第一部） 
                                                   問合せ先 常務取締役経営管理本部長 
                                           増田 忠雄 

                                （TEL. ０３－３５５２－６１１１） 
 

（訂正）「平成 18 年 12 月期中間決算短信（連結）｣等の一部訂正に関するお知らせ  

 
平成 18 年８月 18 日に発表いたしました｢平成18年12月期 中間決算短信（連結）｣及び「平

成 18 年 12 月期 個別中間財務諸表の概要」の一部に誤りがありましたので、下記のとおり

訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。  
 

 
記 

 
 
Ⅰ．｢平成18年12月期 中間決算短信（連結）｣ 
 
１．8ページ （3）中間連結貸借対照表 
 
【訂正前】 

  
当中間連結会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前中間連結会計期間末 

(平成17年６月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成17年12月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)

(資産の部)    

    

Ⅱ固定資産    

１有形固定資産 
※

1.2.6
  

(1)建物及び 

 構築物 
 17,086 16,948 17,023 

 減価償却累計額  8,435 8,650 7,978 8,970 8,184 8,838

(2)機械装置及び 

 炉 
 25,599 24,383 24,752 

 減価償却累計額  18,197 7,401 17,159 7,224 17,621 7,131

(3)車両及び工具器 

具備品 
 1,707 1,482 1,597 

減価償却累計額  1,211 495 1,080 402 1,154 443

(4)土地   4,025 4,028  4,028

(5)建設仮勘定   423 167  224

  有形固定資産 

  合計 
  20,997 20,792  20,665

    

    

  固定資産合計   28,358 59.0 25,899 59.1  28,222 58.2

 資産合計   48,036 100.0 43,858 100.0  48,500 100.0
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【訂正後】 

  
当中間連結会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前中間連結会計期間末 

(平成17年６月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成17年12月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)

(資産の部)    

    

Ⅱ固定資産    

１有形固定資産 
※

1.2.5
  

(1)建物及び 

 構築物 
 17,086 16,948 17,023 

 減価償却累計額  8,435 8,650 7,978 8,970 8,184 8,838

(2)機械装置及び 

 炉 
 25,599 24,383 24,752 

 減価償却累計額  18,197 7,401 17,159 7,224 17,621 7,131

(3)車両及び工具器 

具備品 
 1,707 1,482 1,597 

減価償却累計額  1,211 495 1,080 402 1,154 443

(4)土地   4,025 4,028  4,028

(5)建設仮勘定   423 167  224

  有形固定資産 

  合計 
  20,997 20,792  20,665

    

    

  固定資産合計   28,358 59.0 25,899 59.1  28,222 58.2

 資産合計   48,036 100.0 43,858 100.0  48,500 100.0

    
 
 
 
２．11ページ （４）中間連結損益計算書 
 
【訂正前】 

  
当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

    
    

Ⅳ営業外収益    
１受取利息  1 1 3 
２受取配当金  47 39 50 
３為替差益  ― 92 98 
４その他  43 92 0.6 51 185 1.5 82 235 0.9

Ⅴ営業外費用    
１支払利息  82 104 210 
２為替差損  47 ― ― 
３持分法投資損失  8 ― 20 

４その他  21 159 1.0 45 150 1.2 66 297 1.1

経常利益   2,490 17.0 1,294 10.6  3,122 12.0

    

    

中間（当期）純利益    1,539 10.5 571 4.7  1,337 5.1
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【訂正後】 

  
当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

    
    

Ⅳ営業外収益    
１受取利息  1 1 3 
２受取配当金  47 39 50 
３為替差益  ― 92 98 

４受取賃貸料  9 ― 15

５その他 33 92 0.6 51 185 1.5 67 235 0.9

Ⅴ営業外費用    
１支払利息  82 104 210 
２為替差損  47 ― ― 
３持分法投資損失  8 ― 20 

４その他  21 159 1.0 45 150 1.2 66 297 1.1

経常利益   2,490 17.0 1,294 10.6  3,122 12.0

    

    

中間（当期）純利益    1,539 10.5 571 4.7  1,337 5.1
    

 
 
 
３．20～22ページ （８）中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 
【訂正前】 
 （会計方針の変更） 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日) 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

（中略） 

――――― ――――― 

（役員賞与に関する会計基準） 

（中略） 

――――― ――――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等） 

（中略） 

――――― ――――― 

（自己株式及び準備金の額の減少等に

関する会計基準等の一部改正） 

（中略） 

――――― ――――― 

（株主資本等変動計算書に関する会計基

準） 

 当中間連結会計期間より「株主資本等

変動計算書に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 平成17年12月27日 

企業会計基準第６号）及び「株主資本

等変動計算書に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準委員会 平成

17年12月27日 企業会計基準適用指

針第９号）を適用している。 

 これにより当中間連結会計期間から

「中間連結株主資本等変動計算書」を

作成している。

――――― ―――――
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【訂正後】 
 （会計方針の変更） 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日) 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

（中略） 

――――― ――――― 

（役員賞与に関する会計基準） 

（中略） 

――――― ――――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等） 

（中略） 

――――― ――――― 

（自己株式及び準備金の額の減少等に

関する会計基準等の一部改正） 

（中略） 

――――― ――――― 

 
（表示方法の変更）

当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日)

前中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日)

（中間連結損益計算書） 

前中間連結会計期間において営業外収益の｢その他｣に含めて

表示していた｢受取賃貸料｣（前中間連結会計期間７百万円）

については、営業外収益の総額の100分10超となったため、当

中間連結会計期間より区分掲記している。

―――――

 

 

 

４．23ページ （９）注記事項 (中間連結貸借対照表関係) 

 

【訂正前】 
当中間連結会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前中間連結会計期間末 

(平成17年６月30日) 

前連結会計年度末 

(平成17年12月31日) 

   

   

※４ 流動資産の「その他」には売掛債

権及び手形債権の流動化を目的と

した債権譲渡に伴う支払留保額が

253百万円含まれている。 

※４ 手形債権の流動化を行っている

ため、受取手形は903百万円減少し、

支払留保額225百万円は流動資産の

「その他」に計上している。 

※４ 流動資産の「その他」には手形債

権の流動化を目的とした債権譲渡に

伴う支払留保額が217百万円含まれ

ている。 

５ 偶発債務 

保証債務 

関係会社の金融機関からの借入

金について連帯保証を行ってい

る。

日本カーボン・ロ

ーレンヌ㈱
100百万円

 

――――― ―――――

※６ 減損損失累計額は、減価償却累計

額に含めている。 

――――― ――――― 
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【訂正後】 
当中間連結会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前中間連結会計期間末 

(平成17年６月30日) 

前連結会計年度末 

(平成17年12月31日) 

   

   

※４ 流動資産の「その他」には売掛債

権及び手形債権の流動化を目的と

した債権譲渡に伴う支払留保額が

253百万円含まれている。 

※４ 手形債権の流動化を行っている

ため、受取手形は903百万円減少し、

支払留保額225百万円は流動資産の

「その他」に計上している。 

※４ 流動資産の「その他」には手形債

権の流動化を目的とした債権譲渡に

伴う支払留保額が217百万円含まれ

ている。 

※５ 減損損失累計額は、減価償却累計

額に含めている。 

――――― ――――― 

 
 
 
４．31ページ （１５）生産、受注及び販売の状況  
 
【訂正前】 

(1) 生産実績 

生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 
当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日) 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 
事業の種類別 

セグメントの名称 
金額 

(百万円) 
前年同期比(％)

金額 

(百万円) 
前年同期比(％)

金額 

(百万円) 
前年同期比(％)

炭素製品関連事業 11,681 112.1 10,422 111.3 21,452 110.6 

不動産賃貸事業 ― ― ― ― ― ― 

その他 522 153.5 340 201.1 587 159.8 

合計 12,203 113.4 10,762 112.9 22,039 111.5 

(注) 金額は消費税等抜きの販売価格によるものである。 

 
【訂正後】 

(1) 生産実績 

生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 
当中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日) 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 
事業の種類別 

セグメントの名称 
金額 

(百万円) 
前年同期比(％)

金額 

(百万円) 
前年同期比(％)

金額 

(百万円) 
前年同期比(％)

炭素製品関連事業 11,766 112.9 10,422 111.3 21,452 110.6 

不動産賃貸事業 ― ― ― ― ― ― 

その他 522 153.5 340 201.1 587 159.8 

合計 12,288 114.2 10,762 112.9 22,039 111.5 

(注) 金額は消費税等抜きの販売価格によるものである。 
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Ⅱ．｢平成18年12月期 中間決算短信（連結）｣ 
 
１．33ページ （１６）中間貸借対照表 
【訂正前】 

  
当中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前中間会計期間末 

(平成17年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

（資産の部）   
   

Ⅱ固定資産   

１有形固定資産 
※

1.2.6
 

（1）建物  7,162 7,517 7,343 

（2）機械及び装置  3,846 4,065 3,917 

（3）土地  3,766 3,769 3,769 

（4）その他  2,976 2,495 2,571 

有形固定資産合計  17,752 17,848 17,602 

２無形固定資産  93 51 71 

３投資その他の資産   

（1）投資有価証券 ※２ 6,335 4,215 6,608

（2）その他  2,999 3,039 3,060

（3）貸倒引当金  △33 △42 △34 

投資その他の資産合計  9,301 7,212 9,635 

固定資産合計  27,147 67.5 25,112 69.1 27,308 67.0

資産合計  40,208 100.0 36,340 100.0 40,730 100.0

   

 
 
 
【訂正後】 

  
当中間会計期間末 

(平成17年６月30日) 

前中間会計期間末 

(平成16年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成16年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

（資産の部）   
   

Ⅱ固定資産   

１有形固定資産 ※1.2  

（1）建物  7,162 7,517 7,343 

（2）機械及び装置  3,846 4,065 3,917 

（3）土地  3,766 3,769 3,769 

（4）その他  2,976 2,495 2,571 

有形固定資産合計  17,752 17,848 17,602 

２無形固定資産  93 51 71 

３投資その他の資産   

（1）投資有価証券 ※２ 7,794 5,669 8,067

（2）その他  1,540 1,585 1,602

（3）貸倒引当金  △33 △42 △34 

投資その他の資産合計  9,301 7,212 9,635 

固定資産合計  27,147 67.5 25,112 69.1 27,308 67.0

資産合計  40,208 100.0 36,340 100.0 40,730 100.0
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２．41～43ページ （１９）中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 
【訂正前】 
 （会計方針の変更） 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

（中略） 

――――― ――――― 

（役員賞与に関する会計基準） 

（中略） 

――――― ――――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等） 

（中略） 

――――― ――――― 

（自己株式及び準備金の額の減少等に

関する会計基準等の一部改正） 

（中略） 

――――― ――――― 

（株主資本等変動計算書に関する会計基
準） 
 当中間会計期間より「株主資本等変動
計算書に関する会計基準」（企業会計基
準委員会 平成17年12月27日 企業会
計基準第６号）及び「株主資本等変動計
算書に関する会計基準の適用指針」（企
業会計基準委員会 平成17年12月27日 
企業会計基準適用指針第９号）を適用し
ている。 
 これにより当中間会計期間から「中間
株主資本等変動計算書」を作成してい
る。

――――― ―――――

 
 
 
【訂正後】 
 （会計方針の変更） 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日) 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
 至 平成17年12月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

（中略） 

――――― ――――― 

（役員賞与に関する会計基準） 

（中略） 

――――― ――――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等） 

（中略） 

――――― ――――― 

（自己株式及び準備金の額の減少等に

関する会計基準等の一部改正） 

（中略） 

――――― ――――― 
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３．44ページ （２０）注記事項 (中間貸借対照表関係) 

 

【訂正前】 

当中間会計期間末 
(平成18年６月30日) 

前中間会計期間末 
(平成17年６月30日) 

前事業年度末 
(平成17年12月31日) 

   

   

※５ 流動資産の「その他」には手形債

権の流動化を目的とした債権譲渡

に伴う支払留保額が210百万円含ま

れている。 

※５ 手形債権の流動化を行っている

ため、受取手形は903百万円減少し、

支払留保額225百万円は流動資産の

「その他」に計上している。 

※５ 流動資産の「その他」には手形債

権の流動化を目的とした債権譲渡に

伴う支払留保額が217百万円含まれ

ている。 

※６ 減損損失累計額は、減価償却累計

額に含めている。

――――― ―――――

 

 

 

【訂正後】 

当中間会計期間末 
(平成18年６月30日) 

前中間会計期間末 
(平成17年６月30日) 

前事業年度末 
(平成17年12月31日) 

 

   

※５ 流動資産の「その他」には手形債

権の流動化を目的とした債権譲渡

に伴う支払留保額が210百万円含ま

れている。 

※５ 手形債権の流動化を行っている

ため、受取手形は903百万円減少し、

支払留保額225百万円は流動資産の

「その他」に計上している。 

※５ 流動資産の「その他」には手形債

権の流動化を目的とした債権譲渡に

伴う支払留保額が217百万円含まれ

ている。 

 
以上 
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