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平成 19 年 3 月期   個別中間財務諸表の概要         平成 18 年 11 月 14 日 

 

上 場 会 社 名                                                       上場取引所 東証市場第１部 

コ ー ド 番 号             ５９０９                         本社所在都道府県  新潟県 
（ＵＲＬ  http://www.corona.co.jp） 
代 表 者     役職名 代表取締役社長        氏名 内 田   力 
問合せ先責任者     役職名 取締役執行役員経理部長  氏名 及川 良文   ＴＥＬ (0256)32－2111(代) 
決算取締役会開催日    平成 18 年 11 月 14 日                   配当支払開始日    平成 18 年 12 月５日 

単元株制度採用の有無   有(1 単元 100 株) 

 
１． 18 年 9 月中間期の業績(平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 9 月 30 日) 

(1) 経営成績                                 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております｡ 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 
 18 年 9 月中間期 
 17 年 9 月中間期 

百万円   ％
35,667  (  4.7) 
34,058   (   7.6) 

百万円   ％
931   (△33.3) 

        1,395   (  31.3) 

百万円   ％
        1,169   (△30.4) 
        1,679   (  14.8) 

 18 年 3 月期 79,771                 5,222            5,706       

 
 

中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 
 18 年 9 月中間期 
 17 年 9 月中間期 

百万円   ％
           345   (△66.0)
         1,015   (  ―  )

   円 銭 
11  81 
34  73 

 18 年 3 月期          3,401  115  24 

 (注)①期中平均株式数   18 年 9 月中間期 29,242,304 株  17 年 9 月中間期 29,242,748 株  18 年 3 月期 29,242,616 株 
    ②会計処理の方法の変更   有 
     ③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 

 (2)財政状態 

 総 資 産     純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
 18 年 9 月中間期 
 17 年 9 月中間期 

百万円 
       89,852 
       89,481 

百万円
       60,423 
       58,346 

％ 
        67.2 
        65.2 

         円 銭 
      2,066 31 
      1,995 25 

 18 年 3 月期        94,100        60,539         64.3       2,069 17 

(注)①期末発行済株式数 18 年 9 月中間期 29,242,333 株  17 年 9 月中間期 29,242,697 株  18 年 3 月期 29,242,283 株 
②期末自己株式数   18 年 9 月中間期   100,121 株  17 年 9 月中間期     99,757 株  18 年 3 月期   100,171 株 

 

２．19 年 3月期の業績予想(平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日) 

 
売 上 高     経常利益 当期純利益 

 
通 期 

百万円 
      82,800 

百万円
      4,800 

百万円
      2,500 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  85 円 49 銭 
 

３．配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金(円) 

 中間期末 期末 年間 

平成 18 年 3月期 9.50 13.50 23.00 

平成 19 年 3月期(実績) 11.50 ― 

平成 19 年 3月期(予想) ― 11.50 
23.00 

(注) 18 年 3 月期期末配当金の内訳  普通配当 10 円 50 銭 記念配当 3 円 00 銭 

※ 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要
因によって予想数値と異なる場合があります。 
上記業績予想に関連する事項につきましては、添付資料の 5～6ページをご参照下さい。 
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１．中間財務諸表 

（１）中間貸借対照表 
         

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 
当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３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)      

Ⅰ 流動資産      

１ 現金及び預金  13,443  9,368  19,498 

２ 受取手形 ※３ 8,345  8,314  13,741 

３ 売掛金  15,818  16,263  8,196 

４ たな卸資産  14,002  15,216  10,980 

５ その他 ※２,３ 2,779  5,459  6,530 

 貸倒引当金  △190  △191  △154 

流動資産合計   54,198 60.6 54,431 60.6  58,792 62.5

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※１    

(1) 建物  9,370 8,409  9,202 

(2) 土地  9,446 8,836  9,446 

(3) その他  2,983 2,890  2,839 

有形固定資産合計  21,799 24.3 20,136 22.4 21,488 22.8

２ 無形固定資産  505 0.6 723 0.8 576 0.6

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券  9,068 10,251  8,681 

(2) 長期貸付金  2,379 2,663  2,909 

(3) その他  1,634 1,730  1,750 

 貸倒引当金 △105 △84  △99 

投資その他の資
産合計 

 12,977 14.5 14,561 16.2 13,242 14.1

固定資産合計   35,283 39.4 35,421 39.4  35,308 37.5

資産合計   89,481 100.0 89,852 100.0  94,100 100.0

           
(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 
当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成18年３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
(％) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 支払手形 ※３ 6,548 2,352  2,348 

２ 買掛金  11,735 14,476  15,428 

３ 未払法人税等  704 139  2,214 

４ 製品保証引当金  678 569  779 

５ その他 ※２,３ 6,493 6,985  7,919 

流動負債合計   26,160 29.2 24,522 27.3  28,690 30.5

Ⅱ 固定負債     

１ 退職給付引当金  4,031 3,865  3,924 

２ 役員退職慰労 
引当金 

 280 306  283 

３ その他  663 735  662 

固定負債合計   4,975 5.6 4,906 5.5  4,871 5.2

負債合計   31,135 34.8 29,429 32.8  33,561 35.7

           
(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 
当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成18年３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
(％)

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   7,449 8.3 ― ―  7,449 7.9

Ⅱ 資本剰余金     

１ 資本準備金  6,686 ―  6,686 

２ その他資本剰余金  0 ―  0 

  資本剰余金合計   6,686 7.5 ― ―  6,686 7.1

Ⅲ 利益剰余金     

１ 利益準備金  489 ―  489 

２ 任意積立金  40,402 ―  40,402 

３ 中間（当期）未処分 
利益 

1,988 ―  4,096 

  利益剰余金合計   42,880 47.9 ― ―  44,989 47.8

Ⅳ 土地再評価差額金   919 1.0 ― ―  919 1.0

Ⅴ その他有価証券 
評価差額金 

  533 0.6 ― ―  619 0.6

Ⅵ 自己株式   △124 △0.1 ― ―  △125 △0.1

資本合計   58,346 65.2 ― ―  60,539 64.3

負債・資本合計   89,481 100.0 ― ―  94,100 100.0

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本      

１ 資本金   7,449 8.3  

２ 資本剰余金     

(1) 資本準備金   6,686   

(2) その他資本剰余金   0   

   資本剰余金合計   6,687 7.4  

３ 利益剰余金     

(1) 利益準備金   489   

(2) その他利益剰余金     

   圧縮記帳積立金   289   

   別途積立金   42,900   

   繰越利益剰余金   1,117   

   利益剰余金合計   44,797 49.8  

４ 自己株式   △125 △0.1  

   株主資本合計   58,808 65.4  

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ その他有価証券 
評価差額金 

 584 0.7  

２ 土地再評価差額金   1,030 1.1  

   評価・換算差額等 
合計 

  1,614 1.8  

   純資産合計   60,423 67.2  

   負債・純資産合計   89,852 100.0  

           
(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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（２）中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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
(％)

Ⅰ 売上高   34,058 100.0 35,667 100.0  79,771 100.0

Ⅱ 売上原価   24,915 73.2  26,337 73.8  56,993 71.4

売上総利益   9,142 26.8 9,330 26.2  22,778 28.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費   7,747 22.7 8,398 23.6  17,555 22.0

営業利益   1,395 4.1 931 2.6  5,222 6.6

Ⅳ 営業外収益 ※１  308 0.9 258 0.7  531 0.7

Ⅴ 営業外費用 ※２  25 0.1 21 0.0  47 0.1

経常利益   1,679 4.9  1,169 3.3  5,706 7.2

Ⅵ 特別利益 ※３  245 0.7  8 0.0  283 0.4

Ⅶ 特別損失 ※４  290 0.8 517 1.4  453 0.6

税引前中間(当期) 
純利益 

  1,634 4.8 660 1.9  5,536 7.0

法人税、住民税 
及び事業税 

 681 115  2,436 

法人税等調整額  △62 618 1.8 198 314 0.9 △302 2,134 2.7

中間(当期)純利益   1,015 3.0 345 1.0  3,401 4.3

前期繰越利益   978 ―   978

土地再評価差額金 
取崩額 

  △5 ―   △5

中間配当額   ― ―   277

中間(当期)未処分 
利益 

  1,988 ―   4,096

       

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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（３）中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自 平成 18 年４月 1日 至 平成 18 年９月 30 日） 

(単位：百万円) 

株主資本 

資本剰余金 項 目 
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成 18 年３月 31 日残高 7,449 6,686 0 6,686 

中間会計期間中の変動額   

 自己株式の取得   

 自己株式の処分  0 0 

 剰余金の配当   

 利益処分による役員賞与   

 中間純利益   

圧縮記帳積立金の取崩   

 圧縮記帳積立金の積立   

 別途積立金の積立   

 土地再評価差額金取崩   

中間会計期間中の変動額合計  0 0 

平成 18 年９月 30 日残高 7,449 6,686 0 6,687 

 
株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
項 目 

利益準備金 
圧縮記帳積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金 

合計 
自己株式

株主資本

合計 

平成 18 年３月 31 日残高 489 302 40,100 4,096 44,989 △125 59,000

中間会計期間中の変動額   

 自己株式の取得   △0 △0

 自己株式の処分   0 0

 剰余金の配当  △394 △394 △394

 利益処分による役員賞与  △32 △32 △32

 中間純利益  345 345 345

圧縮記帳積立金の取崩  △14 14  

 圧縮記帳積立金の積立  1 △1  

 別途積立金の積立  2,800 △2,800  

 土地再評価差額金取崩  △110 △110 △110

中間会計期間中の変動額合計  △12 2,800 △2,979 △191 0 △191

平成 18 年９月 30 日残高 489 289 42,900 1,117 44,797 △125 58,808

 
評価・換算差額等 

項 目 その他有価証券

評価差額金 

土地再評価 

差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成 18 年３月 31 日残高 619 919 1,538 60,539 

中間会計期間中の変動額   

 自己株式の取得  △0 

 自己株式の処分  0 

 剰余金の配当  △394 

 利益処分による役員賞与  △32 

 中間純利益  345 

圧縮記帳積立金の取崩   

 圧縮記帳積立金の積立   

 別途積立金の積立   

 土地再評価差額金取崩  △110 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額合計 
△34 110 76 76 

中間会計期間中の変動額合計 △34 110 76 76 

平成 18 年９月 30 日残高 584 1,030 1,614 60,423 

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 



 

- 30 - 

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 
 
 前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価

方法 

①たな卸資産 

総平均法による原価法 

①たな卸資産 

同左 

①たな卸資産 

同左 

 ②有価証券 

 子会社株式及び関連会社

株式 

移動平均法による原価

法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

（評価差額は全部資

本直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定し

ております。） 

時価のないもの 

移動平均法による原

価法 

②有価証券 

子会社株式及び関連会社

株式 

同左 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

（評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算定

しております。） 

時価のないもの 

同左 

 

②有価証券 

子会社株式及び関連会社

株式 

同左 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

期末決算日の市場価

格等に基づく時価法

（評価差額は全部資

本直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定し

ております。） 

時価のないもの 

同左 

 

２ 固定資産の減価償却の方法 ①有形固定資産 

建物（建物附属設備を除

く）は定額法、建物以外につ

いては定率法を採用してお

ります。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物 

   15～54年 

機械及び装置 

  4～13年 

①有形固定資産 

同左 

①有形固定資産 

同左 

 ②無形固定資産 

 定額法を採用しておりま

す。 

 なお、市場販売目的のソフ

トウェアについては販売見

込期間（３年）に基づく定額

法、自社利用目的のソフトウ

ェアについては社内におけ

る利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しており

ます。 

②無形固定資産 

同左 

②無形固定資産 

同左 

 ③長期前払費用 

 定額法を採用しております。

③長期前払費用 

同左 

③長期前払費用 

同左 

３ 引当金の計上基準 ①貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権について

は実績繰入率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しており

ます。 

①貸倒引当金 

同左 

①貸倒引当金 

同左 

 ②製品保証引当金 

製品のアフターサービスの

支出に備えるため、過去の実績

額を基準とした見積額を計上

しております。 

②製品保証引当金 

同左 

②製品保証引当金 

同左 
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

 ―――――― 

 

③役員賞与引当金 

  役員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、当事

業年度における支給見込額

に基づき当中間会計期間に

見合う分を計上しておりま

す。 

なお、当該金額は流動負

債「その他」に10百万円計

上されております。 

（会計方針の変更） 

当中間会計期間より「役員

賞与に関する会計基準」（企

業会計基準第４号 平成17

年11月29日）を適用しており

ます。 

これにより営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益

は、それぞれ10百万円減少し

ております。 

―――――― 

 

 ④退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末におけ

る退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間

会計期間末において発生し

ていると認められる額を計

上しております。 

 過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により費用

処理しております。 

  数理計算上の差異は、各事

業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)によ

る定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理しておりま

す。 

④退職給付引当金 

同左 

④退職給付引当金 

従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末におけ

る退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上し

ております。 

 過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により費用

処理しております。 

 数理計算上の差異は、各事

業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)によ

る定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理しておりま

す。 

 ⑤役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出

に備えて、内規に基づく当中

間会計期間末要支給額を計

上しております。 

⑤役員退職慰労引当金 

同左 

⑤役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出

に備えて、内規に基づく当事

業年度末要支給額を計上し

ております。 

４ 重要なリース取引の処理方

法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっており

ます。 

 同左  同左 

５ その他中間財務諸表(財務諸

表)作成のための基本となる

重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によって

おります。 
 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計方針の変更 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

―――――― 
 
 
 
 
 
 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関す
る会計基準等） 
  当中間会計期間から「貸借対照表の
純資産の部の表示に関する会計基準」
（企業会計基準第５号 平成17年12月
９日）及び「貸借対照表の純資産の部
の表示に関する会計基準等の適用指
針」（企業会計基準適用指針第８号
平成17年12月９日）を適用しておりま
す。 
 これによる損益に与える影響はあり
ません。 

なお、従来の「資本の部」の合計に
相当する金額は60,423百万円でありま
す。 

また、中間財務諸表等規則の改正に
より、当中間会計期間における中間財
務諸表は、改正後の中間財務諸表等規
則により作成しております。 

―――――― 
 
 

―――――― 
 

（役員賞与に関する会計基準） 
 中間財務諸表作成の基本となる重要
な事項に記載しております。 

―――――― 
 

―――――― 
 

（製品の無償修理に係る費用計上方法) 
 従来、製品の無償修理に係る部品等
については、売上原価に計上しており
ましたが、当中間会計期間より販売費
及び一般管理費に計上する方法に変更
いたしました。 
 この変更は、全社的に取り組んでい
る業務システム構造改革の一環とし
て、アフターサービス業務の見直しを
図った結果、無償修理に係る部品等を
アフターサービスに係るコスト（販売
費及び一般管理費）として計上するこ
とで、より適切に損益区分を表示する
ためであります。 
 この結果、従来の方法によった場合
に比べ、売上総利益は184百万円多く、
販売費及び一般管理費は184百万円多
く計上され、営業利益、経常利益及び
税引前中間純利益は、それぞれ0百万円
少なく計上されております。 

―――――― 
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表示方法の変更 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

(中間貸借対照表) 
「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律

第97号）が平成16年6月9日に公布され、平成16年12月1日
より適用となり、「金融商品会計に関する実務指針」（会
計制度委員会報告第14号）が平成17年2月15日付けで改正
されたことに伴い、当中間会計期間から投資事業有限責任
組合及びそれに類する組合への出資（証券取引法第2条第2
項により有価証券とみなされるもの）を投資有価証券とし
て表示する方法に変更いたしました。 

なお、当中間会計期間の投資有価証券に含まれる当該出
資の額は、68 百万円であります。 

(中間貸借対照表) 
当中間会計期間より、改正後の中間財務諸表等規則に基

づき、「営業権」を「のれん」としており、無形固定資産
「その他」に含めて表示しております。 

 

 

 

注記事項 

 
(中間貸借対照表関係)                    
 

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 
33,000百万円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 
32,379百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額 
32,778百万円

※２．消費税等の取扱いについては、仮
払消費税等及び仮受消費税等は相殺
のうえ流動負債の「その他」に含め
て表示しております。 

※２．消費税等の取扱いについては、仮
払消費税等及び仮受消費税等は相
殺のうえ流動資産の「その他」に含
めて表示しております。 

※２．消費税等の取扱いについては、仮
払消費税等及び仮受消費税等は相
殺のうえ流動資産の「その他」に含
めて表示しております。 

―――――― ※３．中間会計期間末日満期手形の会計
処理については、満期日に決済が行
われたものとして処理をしており
ます。 

なお、当中間会計期間末日が金融
機関の休日であったため、次の中間
会計期間末日満期手形が、中間会計
期間末残高から除かれております。

受取手形      706百万円 
支払手形      644百万円 
流動負債その他   29百万円 
(設備関係支払手形) 

―――――― 

○偶発債務（保証債務） 

下記の会社の求償債務について保証
を行っております。 

鹿島建設㈱       55百万円 

 

下記の会社に対し、関係会社の仕入債
務について保証を行っております。 

㈱パロマ          0百万円 

○偶発債務（保証債務） 

下記の会社の求償債務について保証
を行っております。 

鹿島建設㈱       55百万円 

 

○偶発債務（保証債務） 

下記の会社の求償債務について保証
を行っております。 

鹿島建設㈱       55百万円 

 

下記の会社に対し、関係会社の仕入債
務について保証を行っております。 

㈱ノーリツ        0百万円 
コンビウェルネス㈱    0百万円 
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 (中間損益計算書関係)       
 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１．営業外収益の主要項目 
受取利息 74百万円
受取配当金 79 
為替差益 91 

  
 

※１．営業外収益の主要項目 
受取利息 84百万円
受取配当金 66 
為替差益 24 

   雑収入 80 
 

※１．営業外収益の主要項目 
受取利息 122百万円
受取配当金 154 
為替差益 91 

  
 

※２．営業外費用の主要項目 
支払利息 13百万円 

 

※２．営業外費用の主要項目 
支払利息 18百万円

 

※２．営業外費用の主要項目 
支払利息 29百万円

 

※３．特別利益の主要項目 
投資有価証券 
売却益 

220百万円 

固定資産売却益 25 
 

※３．特別利益の主要項目 
投資有価証券 
売却益 

8百万円

  
 

※３．特別利益の主要項目 
投資有価証券 
売却益 

241百万円

固定資産売却益 25 
 

※４．特別損失の主要項目 
投資有価証券 
売却損 

247百万円

固定資産除却損 43 
 

※４．特別損失の主要項目 
固定資産売却損 504百万円
  

 

※４．特別損失の主要項目 
投資有価証券 
売却損 

316百万円

固定資産除却損 116 
 

○減価償却実施額 
有形固定資産 715百万円
無形固定資産 62 

 

○減価償却実施額 
有形固定資産 671百万円
無形固定資産 68 

 

○減価償却実施額 
有形固定資産 1,529百万円
無形固定資産 127 

 

 
（中間株主資本等変動計算書関係） 
 
 当中間会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 
  自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 100,171 40 90 100,121 

（変動事由の概要） 
  普通株式の自己株式数の増加 40 株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。また、減少 90 株は、単元未満株式の

買増し請求によるものであります。 
 
 
(リース取引) 
 
半期報告書について EDINET により開示を行うため記載を省略しております。 

 
  

(有価証券) 
 

前中間会計期間末(平成 17 年 9月 30 日) 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 
当中間会計期間末(平成 18 年 9月 30 日) 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

前事業年度末(平成 18 年 3月 31 日) 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 




