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   平成 18 年 12 月 18 日

各 位    

   会 社 名 株 式 会 社 光 陽 社 

   代 表 者 名 代表取締役社長 片山英彦 

   （コード 7946 大証第２部） 

   問 合 せ 先 取締役業務本部長 市川雅昭 

   （TEL．06－6944－5000） 

 

（訂正）平成 19 年３月期中間決算短信（連結）の一部訂正に関するお知らせ 
 

当社は、平成 18 年 11 月 15 日に公表いたしました平成 19 年３月期（平成 18 年度）の中間決算短信
（連結）の一部を訂正いたしましたのでお知らせします。 
 

記 
１．訂正理由 
平成 18 年 11 月 15 日に公表いたしました平成 19 年３月期中間決算短信（連結）に記載した連結財
務諸表情報等は会計監査人により監査中でありましたが、会計監査人による監査が終了する直前に、
平成18年 12月 11日付けで公表しました「債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ」
に記載のとおり、貸倒懸念債権に対する追加引当等が発生しました。会計監査人による監査が終了
し、一部の数値等に訂正がありましたのでお知らせいたします。 
 
２．訂正箇所 
平成 19 年３月期中間決算短信（連結） 
【訂正前】２重下線部が訂正箇所 

１．18 年９月中間期の連結業績（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日） 
（1）連結経営成績            （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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18 年９月中間期 2,608 － △42 － △49 －
17 年９月中間期 － － － － － －

17 年３月期 － － － － － －
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

18 年９月中間期 △59 － △8 42 － －
17 年９月中間期 － － － － － －

17 年３月期 － － － － － －

   

【訂正後】２重下線部が訂正箇所 

１．18 年９月中間期の連結業績（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日） 
（1）連結経営成績            （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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18 年９月中間期 2,608 － △67 － △75 －
17 年９月中間期 － － － － － －

17 年３月期 － － － － － －
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

18 年９月中間期 △85 － △12 07 － －
17 年９月中間期 － － － － － －

17 年３月期 － － － － － －
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【訂正前】２重下線部が訂正箇所 

１．18 年９月中間期の連結業績（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日） 
（2）連結財政状態            （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。

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18 年９月中間期 5,522 1,857 33.6 261 44
17 年９月中間期 － － － － －

17 年３月期 － － － － －

   

【訂正後】２重下線部が訂正箇所 

１．18 年９月中間期の連結業績（平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日） 
（2）連結財政状態            （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。

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18 年９月中間期 5,496 1,831 33.3 257 79
17 年９月中間期 － － － － －

17 年３月期 － － － － －

   

 
【訂正前】２重下線部が訂正箇所 

２．19 年３月期の連結業績予想（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 

百万円 百万円 百万円

通   期 5,354 △49 △64

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  △９円 00 銭 

   

【訂正後】２重下線部が訂正箇所 

２．19 年３月期の連結業績予想（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 

百万円 百万円 百万円

通   期 5,354 △85 △100

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  △14 円 07 銭 
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３．経営成績及び財政状態 
【訂正前】２重下線部が訂正箇所 

１．経営成績 
（１）当中間期の概要 
以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は 26 億８百万円となりました。内訳は、子会社売上高（１億

41 百万円の商品売上高）を除く単体ベースで、製品売上高は 41 百万円減少（前年同期比 3.6％減収）の 11
億８百万円、印刷売上高は１億 26 百万円増加（前年同期比 10.3％増収）の 13 億 54 百万円、商品売上は
21 百万円減少（前年同期比 67.2％減収）の 10 百万円となりました。 

単体ベースの売上総利益 71 百万円の減少は、売上高が 63 百万円増加した反面、売上原価１億 35 百万円
の増加が主因であり、売上原価の増加は製造原価の増加１億 50 百万円が主因であります。 

製造原価の増加の内訳は、原材料費 32 百万円、製品売上高に関する外注加工費 26 百万円、印刷売上高
に対する外注加工費１億 12 百万円であり、その他の製造原価は 20 百万円減少しております。 
営業利益は前年同期と比較して 57 百万円減少しましたが、販売費及び一般管理費は 14 百万円減少しま

したので、営業損失 37 百万円の主因は、売上総利益の減少 71 百万円によるものであります。 
営業外収益は前年同期比４百万円増加しましたが、営業外費用が 10 百万円増加した結果、経常利益は 63

百万円減少の 50 百万円の経常赤字となりました。 
特別利益は２百万円減少しましたが、特別損失が 24 億 48 百万円減少した結果、中間純損益は 23 億 81

百万円増加しましたが、63 百万円中間純損失にとどまりました。 
前中間期の中間純損失は主として、減損損失 23 億 96 百万円によるものであります 

【訂正前】２重下線部が訂正箇所 

１．経営成績 
（１）当中間期の概要 
以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は 26 億８百万円となりました。内訳は、子会社売上高（１億

41 百万円の商品売上高）を除く単体ベースで、製品売上高は 41 百万円減少（前年同期比 3.6％減収）の 11
億８百万円、印刷売上高は１億 26 百万円増加（前年同期比 10.3％増収）の 13 億 54 百万円、商品売上は
21 百万円減少（前年同期比 67.2％減収）の 10 百万円となりました。 

単体ベースの売上総利益 73 百万円の減少は、売上高が 63 百万円増加した反面、売上原価１億 36 百万円
の増加が主因であり、売上原価の増加は製造原価の増加１億 51 百万円が主因であります。 

製造原価の増加の内訳は、原材料費 31 百万円、製品売上高に関する外注加工費 25 百万円、印刷売上高
に対する外注加工費１億 12 百万円であり、その他の製造原価は 18 百万円減少しております。 
営業利益は前年同期と比較して 82 百万円減少の 62 百万円の営業損失となりました。その主因は売上総

利益が 73 百万円減少したことと販売費及び一般管理費が９百万円増加したことによるものであります。 
営業外収益は前年同期比４百万円増加しましたが、営業外費用が 10 百万円増加した結果、経常利益は 88

百万円減少の 76 百万円の経常赤字となりました。 
特別利益は３百万円減少しましたが、特別損失が 24 億 48 百万円減少した結果、中間純損益は 23 億 56

百万円増加しましたが、88 百万円中間純損失にとどまりました。 
前中間期の中間純損失は主として、減損損失 23 億 96 百万円によるものであります 

 
【訂正前】２重下線部が訂正箇所 

（２）通期の見通し 
今後のわが国経済は、順調な回復基調を続けてまいるものと予想されますが、当印刷業界におきまして

は、景気回復基調のなか、各社の厳しい受注競争は継続するものと思われます。 
当中間連結会計期間の厳しい業績を踏まえ、当期の通期業績見通しにつきましては、連結ベースで売上

高 53 億 54 百万円、経常損失 49 百万円、当期純損失 64 百万円となる見込みです。 
なお、単体ベースでは売上高 50 億 82 百万円、経常損失 51 百万円、当期純損失 70 百万円となる見込み

です。 

【訂正後】２重下線部が訂正箇所 

（２）通期の見通し 
今後のわが国経済は、順調な回復基調を続けてまいるものと予想されますが、当印刷業界におきまして

は、景気回復基調のなか、各社の厳しい受注競争は継続するものと思われます。 
当中間連結会計期間の厳しい業績を踏まえ、当期の通期業績見通しにつきましては、連結ベースで売上

高 53 億 54 百万円、経常損失 85 百万円、当期純損失 100 百万円となる見込みです。 
なお、単体ベースでは売上高 50 億 82 百万円、経常損失 87 百万円、当期純損失 106 百万円となる見込み

です。 
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【訂正前】２重下線部が訂正箇所 

３．財政状態 
（１）当中間期の概要 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当中間連結会計期間において営業活動による資金の増加は 89 百万円となりました。これは、主に税金等

調整前中間純損失 53 百万円を計上しておりますが、これには減価償却費 34 百万円、退職給付引当金の増
加額 31 百万円等の非資金項目が含まれており、その他、売上債権の減少額 1 億２百万円等があったことに
よるものであります。 

【訂正後】２重下線部が訂正箇所 

３．財政状態 
（１）当中間期の概要 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当中間連結会計期間において営業活動による資金の増加は 89 百万円となりました。これは、主に税金等

調整前中間純損失 79 百万円を計上しておりますが、これには減価償却費 34 百万円、退職給付引当金の増
加額 31 百万円等の非資金項目が含まれており、その他、売上債権の減少額 1 億２百万円等があったことに
よるものであります。 

 
【訂正前】２重下線部が訂正箇所 

３．財政状態 
（１）当中間期の概要 
なお、当社グループ（当社および連結子会社）のキャッシュ・フロー指標のトレンドは、下記のとおり

であります。 

 平成 18 年９月中間期 

自己資本比率（％） 33.6 

時価ベースの自己資本比率（％） 21.4 

債務償還年数（年） 19.3 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 4.2 

   

【訂正後】２重下線部が訂正箇所 

３．財政状態 
（１）当中間期の概要 
なお、当社グループ（当社および連結子会社）のキャッシュ・フロー指標のトレンドは、下記のとおり

であります。 

 平成 18 年９月中間期 

自己資本比率（％） 33.3 

時価ベースの自己資本比率（％） 20.6 

債務償還年数（年） 21.5 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 3.6 
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４．連結財務諸表等 
（１）中間連結貸借対照表 
【訂正前】２重下線部が訂正箇所 

           （単位：千円） 

  
当中間連結会計期間 

（平成 18 年９月 30 日） 

区分 
注記
番号 

金額 
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

１．現金及び預金  1,058,497

２．受取手形 ※4 334,500

３．売掛金  935,233

４．たな卸資産  163,035

５．その他  186,493

  貸倒引当金  △31,079

流動資産合計  2,646,680 48.0

Ⅱ 固定資産  

１．有形固定資産  

（１）建物・構築物 ※1,2 599,717

（２）機械装置 ※1 53,356

（３）車両運搬具 ※1 1,046

（４）土地 ※2 630,721

（５）その他 ※1 21,505 1,306,347 23.6

２．無形固定資産  31,316 0.6

３．投資その他の資産  

（１）投資有価証券 ※2 1,384,853

（２）その他  198,892

  貸倒引当金  △48,133 1,535,612 27.8

固定資産合計  2,873,276 52.0

Ⅲ 繰延資産  2,215 0.0

資産合計  5,522,172 100.0
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【訂正後】２重下線部が訂正箇所 

           （単位：千円） 

  
当中間連結会計期間 

（平成 18 年９月 30 日） 

区分 
注記
番号 

金額 
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

１．現金及び預金  1,058,497

２．受取手形 ※4 323,195

３．売掛金  930,761

４．たな卸資産  161,815

５．その他  186,493

  貸倒引当金  △39,955

流動資産合計  2,620,807 47.7

Ⅱ 固定資産  

１．有形固定資産  

（１）建物・構築物 ※1,2 599,717

（２）機械装置 ※1 53,356

（３）車両運搬具 ※1 1,046

（４）土地 ※2 630,721

（５）その他 ※1 21,505 1,306,347 23.8

２．無形固定資産  31,316 0.6

３．投資その他の資産  

（１）投資有価証券 ※2 1,384,853

（２）その他  214,669

  貸倒引当金  △63,955 1,535,568 27.9

固定資産合計  2,873,232 52.3

Ⅲ 繰延資産  2,215 0.0

資産合計  5,496,255 100.0
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【訂正前】２重下線部が訂正箇所 

           （単位：千円） 

  
当中間連結会計期間 

（平成 18 年９月 30 日） 

区分 
注記
番号 

金額 
構成比
（％）

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

１．支払手形  528,929

２．買掛金  283,164

３．短期借入金 ※2 853,990

４．一年以内に償還の社債  60,000

５．未払法人税等  11,048

６．その他  276,239

流動負債合計  2,013,372 36.5

Ⅱ 固定負債  

１．長期借入金 ※2 880,489

２．社債  140,000

３．退職給付引当金  460,560

４．その他  169,971

固定負債合計  1,651,021 29.9

負債合計  3,664,393 66.4

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

１．資本金  1,748,959 31.6

２．資本剰余金  －

３．利益剰余金  

（１）その他利益剰余金  

繰越利益剰余金  △59,884 △59,884 △1.1

４．自己株式  △33,556 △0.6

株主資本合計  1,655,518 29.9

Ⅱ 評価・換算差額等  

１．その他有価証券評価差額金  202,260 202,260 3.7

純資産合計  1,857,778 33.6

負債及び純資産合計  5,522,172 100.0
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【訂正後】２重下線部が訂正箇所 

           （単位：千円） 

  
当中間連結会計期間 

（平成 18 年９月 30 日） 

区分 
注記
番号 

金額 
構成比
（％）

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

１．支払手形  528,929

２．買掛金  283,164

３．短期借入金 ※2 853,990

４．一年以内に償還の社債  60,000

５．未払法人税等  11,048

６．その他  276,239

流動負債合計  2,013,372 36.6

Ⅱ 固定負債  

１．長期借入金 ※2 880,489

２．社債  140,000

３．退職給付引当金  460,560

４．その他  169,971

固定負債合計  1,651,021 30.1

負債合計  3,664,393 66.7

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

１．資本金  1,748,959 31.8

２．資本剰余金  －

３．利益剰余金  

（１）その他利益剰余金  

繰越利益剰余金  △85,801 △85,801 △1.6

４．自己株式  △33,556 △0.6

株主資本合計  1,629,601 29.6

Ⅱ 評価・換算差額等  

１．その他有価証券評価差額金  202,260 202,260 3.7

純資産合計  1,831,861 33.3

負債及び純資産合計  5,496,255 100.0
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（２）中間連結損益計算書 
【訂正前】２重下線部が訂正箇所 

           （単位：千円） 

  
当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 18 年９月 30 日） 

区分 
注記
番号 

金額 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  2,608,468 100.0

Ⅱ 売上原価  2,095,888 80.3

売上総利益  512,579 19.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 555,027 21.3

営業損失  42,448 △1.6

Ⅳ 営業外収益  

１．受取利息  2,762

２．受取配当金  10,006

３．賃貸収入  2,172

４．その他  9,670 24,611 0.9

Ⅴ 営業外費用  

１．支払利息  25,036

２．手形売却損  795

３．クレーム費用  3,498

４．その他  2,784 32,114 1.2

経常損失  49,951 △1.9

Ⅵ 特別利益  

１．貸倒引当金戻入益  829

２．投資有価証券売却益  1,964

３．固定資産売却益 ※2 238

４．その他  5 3,038 0.1

Ⅶ 特別損失  

１．固定資産除却損 ※3 1,236

２．役員退職慰労金  4,790

３．その他  177 6,203 0.2

税金等調整前中間純損失  53,116 △2.0

法人税、住民税及び事業税  6,767 0.3

法人税等調整額  － －

中間純損失  59,884 △2.3
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【訂正後】２重下線部が訂正箇所 

           （単位：千円） 

  
当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 18 年９月 30 日） 

区分 
注記
番号 

金額 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  2,608,468 100.0

Ⅱ 売上原価  2,097,107 80.4

売上総利益  511,360 19.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 578,896 22.1

営業損失  67,535 △2.5

Ⅳ 営業外収益  

１．受取利息  2,762

２．受取配当金  10,006

３．賃貸収入  2,172

４．その他  9,670 24,611 0.9

Ⅴ 営業外費用  

１．支払利息  25,036

２．手形売却損  795

３．クレーム費用  3,498

４．その他  2,784 32,114 1.2

経常損失  75,039 △2.8

Ⅵ 特別利益  

１．投資有価証券売却益  1,964

２．固定資産売却益 ※2 238

３．その他  5 2,209 0.0

Ⅶ 特別損失  

１．固定資産除却損 ※3 1,236

２．役員退職慰労金  4,790

３．その他  177 6,203 0.2

税金等調整前中間純損失  79,034 △3.0

法人税、住民税及び事業税  6,767 0.3

法人税等調整額  － －

中間純損失  85,801 △3.2
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（３）中間連結株主資本等変動計算書 
【訂正前】２重下線部が訂正箇所 

当中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日  至 平成 18 年９月 30 日） 
（単位：千円）

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成 18 年３月 31 日残高 3,503,020 676,673 △2,430,734 △32,966 1,715,992

中間連結会計期間中の変動
額 

 

資本準備金取崩額 － △676,673 676,673 － －

資本の減少 △1,754,060 － 1,754,060 － －

利益処分による役員賞与 － － － － －

中間純利益 － － △59,884 － △59,884

自己株式の取得 － － － △589 △589

自己株式の処分 － － － － －

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額（純額） 

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計 △1,754,060 △676,673 2,370,849 △589 △60,474

平成 18 年９月 30 日残高 1,748,959 － △59,884 △33,556 1,655,518

 

 評価・換算差額等 

 
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成 18 年３月 31 日残高 236,193 － 236,193 1,952,186 

中間連結会計期間中の変動額  

資本準備金取崩額 － － － － 

資本の減少 － － － － 

利益処分による役員賞与 － － － － 

中間純利益 － － － △59,884 

自己株式の取得 － － － △589 

自己株式の処分 － － － － 

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額（純額） 

△33,933 － △33,933 △33,933 

中間連結会計期間中の変動額合計 △33,933 － △33,933 △94,407 

平成 18 年９月 30 日残高 202,260 － 202,260 1,857,778 
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【訂正後】２重下線部が訂正箇所 

当中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日  至 平成 18 年９月 30 日） 
（単位：千円）

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成 18 年３月 31 日残高 3,503,020 676,673 △2,430,734 △32,966 1,715,992

中間連結会計期間中の変動
額 

 

資本準備金取崩額 － △676,673 676,673 － －

資本の減少 △1,754,060 － 1,754,060 － －

利益処分による役員賞与 － － － － －

中間純利益 － － △85,801 － △85,801

自己株式の取得 － － － △589 △589

自己株式の処分 － － － － －

株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額（純
額） 

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計 △1,754,060 △676,673 2,344,932 △589 △86,391

平成 18 年９月 30 日残高 1,748,959 － △85,801 △33,556 1,629,601

 

 評価・換算差額等 

 
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成 18 年３月 31 日残高 236,193 － 236,193 1,952,186 

中間連結会計期間中の変動額  

資本準備金取崩額 － － － － 

資本の減少 － － － － 

利益処分による役員賞与 － － － － 

中間純利益 － － － △85,801 

自己株式の取得 － － － △589 

自己株式の処分 － － － － 

株主資本以外の項目の中間連
結会計期間中の変動額（純額） 

△33,933 － △33,933 △33,933 

中間連結会計期間中の変動額合計 △33,933 － △33,933 △120,324 

平成 18 年９月 30 日残高 202,260 － 202,260 1,831,861 
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（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書 
【訂正前】２重下線部が訂正箇所 

                   （単位：千円） 

  
当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 18 年９月 30 日） 

区分 
注記
番号

金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純損失  △53,116 

減価償却費  34,794 

貸倒引当金の減少額  △4,102 

退職給付引当金の増加額  31,197 

受取利息及び受取配当金  △12,768 

支払利息  25,036 

有形固定資産除却損  1,236 

有形固定資産売却益  △238 

投資有価証券売却益  △1,964 

為替差損  1 

売上債権の減少額  102,490 

たな卸資産の減少額  5,272 

仕入債務の増加額  1,681 

その他  △8,328 

小計  121,193 

利息及び配当金の受取額  12,943 

利息の支払額  △24,547 

法人税等の支払額  △19,749 

営業活動によるキャッシュ・フロー  89,839 

   

 



 

14 

【訂正後】２重下線部が訂正箇所 

                   （単位：千円） 

  
当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 18 年９月 30 日） 

区分 
注記
番号

金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純損失  △79,034 

減価償却費  34,794 

貸倒引当金の増加額  20,595 

退職給付引当金の増加額  31,197 

受取利息及び受取配当金  △12,768 

支払利息  25,036 

有形固定資産除却損  1,236 

有形固定資産売却益  △238 

投資有価証券売却益  △1,964 

為替差損  1 

売上債権の減少額  102,490 

たな卸資産の減少額  6,491 

仕入債務の増加額  1,681 

その他  △14,613 

小計  114,908 

利息及び配当金の受取額  12,943 

利息の支払額  △24,547 

法人税等の支払額  △13,465 

営業活動によるキャッシュ・フロー  89,839 
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注記事項 
（中間連結損益計算書関係） 
【訂正前】２重下線部が訂正箇所 

 

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

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。 
従業員給料手当 262,755 千円

役員報酬 27,882 千円

福利厚生費 46,377 千円

退職給付引当金
繰入額 

17,440 千円

減価償却費 3,141 千円 
※２ 固定資産売却益の内訳 

車両運搬具 238 千円 
※３ 固定資産除却損の内訳 

建物・構築物 551 千円

その他 685 千円 
   

【訂正後】２重下線部が訂正箇所 

 

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

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。 
従業員給料手当 262,755 千円

役員報酬 27,882 千円

福利厚生費 46,377 千円

退職給付引当金
繰入額 

17,440 千円

減価償却費 3,141 千円

貸倒引当金繰入
額 

23,868 千円
 
※２ 固定資産売却益の内訳 

車両運搬具 238 千円 
※３ 固定資産除却損の内訳 

建物・構築物 551 千円

その他 685 千円 
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（１株当たり情報） 
【訂正前】２重下線部が訂正箇所 

 

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

１株当たり純資産額 
261 円 44 銭 

１株当たり中間純利益金額 
△8円 42 銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額につ
きましては、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。 

（注）１．当期は連結による開示の初年度にあたるため、平成 17 年９月中間期および平成 18 年３月期に
ついては記載しておりません。 

２．１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 18 年９月 30 日） 

１株当たり中間純利益金額  

中間純利益 △59,884 千円 

普通株式に帰属しない金額 － 

普通株式に係る中間純利益 △59,884 千円 

期中平均株式数 7,108 千株 

   

【訂正後】２重下線部が訂正箇所 

 

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

１株当たり純資産額 
257 円 79 銭 

１株当たり中間純利益金額 
△12 円 07 銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額につ
きましては、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。 

（注）１．当期は連結による開示の初年度にあたるため、平成 17 年９月中間期および平成 18 年３月期に
ついては記載しておりません。 

２．１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年４月１日 
至 平成 18 年９月 30 日） 

１株当たり中間純利益金額  

中間純利益 △85,801 千円 

普通株式に帰属しない金額 － 

普通株式に係る中間純利益 △85,801 千円 

期中平均株式数 7,108 千株 

   

 
 


