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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月期個別中間財務諸表の概要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）の個別中間財務
諸表の概要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月期個別中間財務諸表の概要に記載した財務
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月期個別中間財務諸表の概要 
【訂正前】２重下線部が訂正箇所 

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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18 年９月中間期 2,472 2.6 △37 △294.7 △50 △507.1
17 年９月中間期 2,409 △11.1 19 － 12 482.7

18 年３月期 5,027 △8.9 52 △38.3 26 △59.0
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 

 百万円 ％ 円 銭  
18 年９月中間期 △63 － △8 86  
17 年９月中間期 △2,444 － △343 69  

18 年３月期 △2,494 － △350 78  

   

【訂正後】２重下線部が訂正箇所 

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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18 年９月中間期 2,472 2.6 △62 △325.0 △76 △609.0
17 年９月中間期 2,409 △11.1 19 － 12 482.7

18 年３月期 5,027 △8.9 52 △38.3 26 △59.0
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 

 百万円 ％ 円 銭  
18 年９月中間期 △88 － △12 51  
17 年９月中間期 △2,444 － △343 69  

18 年３月期 △2,494 － △350 78  
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【訂正前】２重下線部が訂正箇所 

(2)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 5,237 1,857 35.5 261 42
17年９月中間期 5,028 1,885 37.5 265 06

18 年３月期 4,990 1,952 39.1 274 59

   

【訂正後】２重下線部が訂正箇所 

(2)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 5,211 1,831 35.1 257 77
17年９月中間期 5,028 1,885 37.5 265 06

18 年３月期 4,990 1,952 39.1 274 59

   

 
【訂正前】２重下線部が訂正箇所 

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 

 百万円 百万円 百万円 

通   期 5,082 △51 △70

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) △９円 84 銭 

【訂正後】２重下線部が訂正箇所 

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 

 百万円 百万円 百万円 

通   期 5,082 △87 △106

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) △14 円 91 銭 
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６．個別中間財務諸表等 
（１）中間貸借対照表 
【訂正前】２重下線部が訂正箇所 

（単位：千円）

  前中間会計期間 

（平成17年9月30日） 

当中間会計期間 

（平成18年9月30日） 

対前中

間期比

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 構成比

（％）
金額 構成比

（％）
増減 金額 構成比

（％）

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

1．現金及び預金  901,921  1,005,094  714,362 

2．受取手形 ※6 313,892  336,539  477,760 

3．売掛金  866,350  905,445  851,577 

4．たな卸資産  161,184  144,875  152,775 

5．その他 ※5 185,826  173,924  55,227 

貸倒引当金  △26,774  △31,208  △31,305 

流動資産合計   2,402,401 47.8 2,534,671 48.4 132,270  2,220,398 44.5

Ⅱ 固定資産      

1．有形固定資産      

（1）建物・構築物 
※

1,2 
559,627  535,858  548,451 

（2）機械装置 ※1 85,025  52,568  56,872 

（3）土地 ※2 550,601  550,601  550,601 

（4）その他 ※1 24,296  19,402  20,655 

有形固定資産合計  1,219,549  1,158,429 △61,119 1,176,580 

2．無形固定資産  34,136  30,872 △3,263 31,807 

3．投資その他の資産      

（1）投資有価証券 ※2 1,235,070  1,375,411  1,419,409 

（2）その他  171,683  184,347  193,839 

貸倒引当金  △34,555  △48,133  △52,009 

投資その他の資産合計  1,372,197  1,511,625 139,427 1,561,240 

固定資産合計   2,625,883 52.2 2,700,927 51.6 75,043  2,769,628 55.5

Ⅲ 繰延資産   － － 2,215 0.0 2,215  － －

資産合計   5,028,285 100.0 5,237,814 100.0 206,529  4,990,026 100.0
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【訂正後】２重下線部が訂正箇所 

（単位：千円）

  前中間会計期間 

（平成17年9月30日） 

当中間会計期間 

（平成18年9月30日） 

対前中

間期比

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 構成比

（％）
金額 構成比

（％）
増減 金額 構成比

（％）

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

1．現金及び預金  901,921  1,005,094  714,362 

2．受取手形 ※6 313,892  325,234  477,760 

3．売掛金  866,350  900,973  851,577 

4．たな卸資産  161,184  143,656  152,775 

5．その他 ※5 185,826  173,924  55,227 

貸倒引当金  △26,774  △40,084  △31,305 

流動資産合計   2,402,401 47.8 2,508,798 48.1 106,397  2,220,398 44.5

Ⅱ 固定資産      

1．有形固定資産      

（1）建物・構築物 
※

1,2 
559,627  535,858  548,451 

（2）機械装置 ※1 85,025  52,568  56,872 

（3）土地 ※2 550,601  550,601  550,601 

（4）その他 ※1 24,296  19,402  20,655 

有形固定資産合計  1,219,549  1,158,429 △61,119 1,176,580 

2．無形固定資産  34,136  30,872 △3,263 31,807 

3．投資その他の資産      

（1）投資有価証券 ※2 1,235,070  1,375,411  1,419,409 

（2）その他  171,683  200,124  193,839 

貸倒引当金  △34,555  △63,955  △52,009 

投資その他の資産合計  1,372,197  1,511,580 139,382 1,561,240 

固定資産合計   2,625,883 52.2 2,700,882 51.8 74,999  2,769,628 55.5

Ⅲ 繰延資産   － － 2,215 0.1 2,215  － －

資産合計   5,028,285 100.0 5,211,897 100.0 183,612  4,990,026 100.0
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【訂正前】２重下線部が訂正箇所 

（単位：千円）

  前中間会計期間 

（平成17年9月30日） 

当中間会計期間 

（平成18年9月30日） 

対前中

間期比

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 構成比

（％）
金額 構成比

（％）
増減 金額 構成比

（％）

（負債の部）      

Ⅰ 流動資負債      

1．支払手形  413,895  493,242  464,294 

2．買掛金  235,580  257,800  277,007 

3．短期借入金 ※2 929,440  811,460  965,440 

4．一年以内に償還の社債  －  60,000  － 

4．未払法人税等  13,169  10,946  19,544 

5．その他 ※5 251,959  267,533  152,550 

流動負債合計   1,844,045 36.7 1,900,983 36.3 56,938  1,878,836 37.7

Ⅱ 固定負債      

1．長期借入金 ※2 753,660  698,160  531,440 

2．社債  －  140,000  － 

3．退職給付引当金  402,169  460,560  429,362 

4．債務保証損失引当金  －  10,894  － 

5．その他  143,263  169,566  198,201 

固定負債合計  1,299,092 25.8 1,479,181 28.2 180,088  1,159,004 23.2

負債合計   3,143,137 62.5 3,380,164 64.5 237,026  3,037,840 60.9
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【訂正後】２重下線部が訂正箇所 

（単位：千円）

  前中間会計期間 

（平成17年9月30日） 

当中間会計期間 

（平成18年9月30日） 

対前中

間期比

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 構成比

（％）
金額 構成比

（％）
増減 金額 構成比

（％）

（負債の部）      

Ⅰ 流動資負債      

1．支払手形  413,895  493,242  464,294 

2．買掛金  235,580  257,800  277,007 

3．短期借入金 ※2 929,440  811,460  965,440 

4．一年以内に償還の社債  －  60,000  － 

4．未払法人税等  13,169  10,946  19,544 

5．その他 ※5 251,959  267,533  152,550 

流動負債合計   1,844,045 36.7 1,900,983 36.5 56,938  1,878,836 37.7

Ⅱ 固定負債      

1．長期借入金 ※2 753,660  698,160  531,440 

2．社債  －  140,000  － 

3．退職給付引当金  402,169  460,560  429,362 

4．債務保証損失引当金  －  10,894  － 

5．その他  143,263  169,566  198,201 

固定負債合計  1,299,092 25.8 1,479,181 28.4 180,088  1,159,004 23.2

負債合計   3,143,137 62.5 3,380,164 64.9 237,026  3,037,840 60.9
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【訂正前】２重下線部が訂正箇所 

（単位：千円）

  前中間会計期間 

（平成17年9月30日） 

当中間会計期間 

（平成18年9月30日） 

対前中

間期比

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 

構成比

（％）
金額 

構成比

（％）
増減 金額 

構成比

（％）

（資本の部）      

Ⅰ 資本金   3,503,020 69.6 － － △3,503,020  3,503,020 70.2

Ⅱ 資本剰余金      

1．資本準備金  676,673  －  676,673 

資本剰余金合計   676,673 13.4 － － △676,673  676,673 13.5

Ⅲ 利益剰余金      

1．中間（当期）未

処分利益 
 △2,380,816  －  △2,430,734 

利益剰余金合計   △2,380,816 △47.3 － － 2,380,816  △2,430,734 △48.7

Ⅳ その他有価証券

評価差額金 
  118,658 2.4 － － △118,658  236,193 4.7

Ⅴ 自己株式   △32,388 △0.6 － － 32,388  △32,966 △0.6

資本合計   1,885,147 37.5 － － △1,885,147  1,952,186 39.1

負債及び資本合計   5,028,285 100.0 － － △5,028,285  4,990,026 100.0

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

1．資本金   － － 1,748,959 33.4 1,748,959  － －

2．資本剰余金   － － － － －  － －

3．利益剰余金      

（1）繰越利益剰余金  －  △63,024  － 

利益剰余金合計   － － △63,024 △1.2 △63,024  － －

4．自己株式   － － △33,556 △0.6 △33,556  － －

株主資本合計   － － 1,652,378 31.6 1,652,378  － －

Ⅱ 評価・換算差額等      

1．その他有価証券

評価差額金 
  － － 205,271 3.9 205,271  － －

評価・換算差額等

合計 
  － － 205,271 3.9 205,271  － －

純資産合計   － － 1,857,650 35.5 1,857,650  － －

負債及び純資産合計   － － 5,237,814 100.0 5,237,814  － －
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【訂正後】２重下線部が訂正箇所 

（単位：千円）

  前中間会計期間 

（平成17年9月30日） 

当中間会計期間 

（平成18年9月30日） 

対前中

間期比

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 

構成比

（％）
金額 

構成比

（％）
増減 金額 

構成比

（％）

（資本の部）      

Ⅰ 資本金   3,503,020 69.6 － － △3,503,020  3,503,020 70.2

Ⅱ 資本剰余金      

1．資本準備金  676,673  －  676,673 

資本剰余金合計   676,673 13.4 － － △676,673  676,673 13.5

Ⅲ 利益剰余金      

1．中間（当期）未

処分利益 
 △2,380,816  －  △2,430,734 

利益剰余金合計   △2,380,816 △47.3 － － 2,380,816  △2,430,734 △48.7

Ⅳ その他有価証券

評価差額金 
  118,658 2.4 － － △118,658  236,193 4.7

Ⅴ 自己株式   △32,388 △0.6 － － 32,388  △32,966 △0.6

資本合計   1,885,147 37.5 － － △1,885,147  1,952,186 39.1

負債及び資本合計   5,028,285 100.0 － － △5,028,285  4,990,026 100.0

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

1．資本金   － － 1,748,959 33.5 1,748,959  － －

2．資本剰余金   － － － － －  － －

3．利益剰余金      

（1）繰越利益剰余金  －  △88,941  － 

利益剰余金合計   － － △88,941 △1.7 △88,941  － －

4．自己株式   － － △33,556 △0.6 △33,556  － －

株主資本合計   － － 1,626,461 31.2 1,626,461  － －

Ⅱ 評価・換算差額等      

1．その他有価証券

評価差額金 
  － － 205,271 3.9 205,271  － －

評価・換算差額等

合計 
  － － 205,271 3.9 205,271  － －

純資産合計   － － 1,831,732 35.1 1,831,732  － －

負債及び純資産合計   － － 5,211,897 100.0 5,211,897  － －
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（２）中間損益計算書 
【訂正前】２重下線部が訂正箇所 

（単位：千円）

  

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） 

対前中

間期比

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 百分比

（％）
金額 百分比

（％）
増減 金額 百分比

（％）

Ⅰ 売上高   2,409,558 100.0 2,472,977 100.0 63,419  5,027,514 100.0

Ⅱ 売上原価   1,860,038 77.2 1,995,425 80.7 135,386  3,901,604 77.6

売上総利益   549,519 22.8 477,552 19.3 △71,967  1,125,910 22.4

Ⅲ 販売費及び一

般管理費 
  530,174 22.0 515,221 20.8 △14,953  1,073,748 21.4

営業利益   19,344 0.8 △37,668 △1.5 △57,013  52,161 1.0

Ⅳ 営業外収益 ※2  19,995 0.8 24,476 1.0 4,480  39,824 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※3  26,849 1.1 37,665 1.5 10,815  65,852 1.3

経常利益   12,490 0.5 △50,858 △2.0 △63,348  26,133 0.5

Ⅵ 特別利益 ※4  3,654 0.2 707 0.0 △2,947  2,709 0.0

Ⅶ 特別損失 
※

5,6 
 2,454,488 101.9 6,203 0.2 △2,448,284  2,510,462 49.9

税引前中間（当

期）純損失 
  2,438,343 △101.2 56,354 △2.3 △2,381,988  2,481,619 △49.4

法人税、住民税

及び事業税 
  6,630 0.3 6,670 0.2 40  13,271 0.2

中間（当期） 

純損失 
  2,444,973 △101.5 63,024 △2.6 △2,381,948  2,494,890 △49.6

前期繰越利益   64,156 － －  64,156

中間（当期） 

未処理損失 
  2,380,816 － －  2,430,734
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【訂正後】２重下線部が訂正箇所 

（単位：千円）

  

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） 

対前中

間期比

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 百分比

（％）
金額 百分比

（％）
増減 金額 百分比

（％）

Ⅰ 売上高   2,409,558 100.0 2,472,977 100.0 63,419  5,027,514 100.0

Ⅱ 売上原価   1,860,038 77.2 1,996,644 80.7 136,605  3,901,604 77.6

売上総利益   549,519 22.8 476,333 19.3 △73,186  1,125,910 22.4

Ⅲ 販売費及び一

般管理費 
  530,174 22.0 539,218 21.8 9,043  1,073,748 21.4

営業利益   19,344 0.8 △62,884 △2.5 △82,229  52,161 1.0

Ⅳ 営業外収益 ※2  19,995 0.8 24,476 0.9 4,480  39,824 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※3  26,849 1.1 37,665 1.5 10,815  65,852 1.3

経常利益   12,490 0.5 △76,074 △3.0 △88,564  26,133 0.5

Ⅵ 特別利益 ※4  3,654 0.2 5 0.0 △3,648  2,709 0.0

Ⅶ 特別損失 
※

5,6 
 2,454,488 101.9 6,203 0.2 △2,448,284  2,510,462 49.9

税引前中間（当

期）純損失 
  2,438,343 △101.2 82,271 △3.3 △2,356,071  2,481,619 △49.4

法人税、住民税

及び事業税 
  6,630 0.3 6,670 0.2 40  13,271 0.2

中間（当期） 

純損失 
  2,444,973 △101.5 88,941 △3.6 △2,356,031  2,494,890 △49.6

前期繰越利益   64,156 － －  64,156

中間（当期） 

未処理損失 
  2,380,816 － －  2,430,734
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（３）中間株主資本等変動計算書 
【訂正前】２重下線部が訂正箇所 

（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 － － △63,024 － △63,024

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
会計期間中の変動額（純額） 

－ － － － －

中間会計期間中の変動額合計 △1,754,060 △676,673 2,367,709 △589 △63,614

平成 18 年９月 30 日残高 1,748,959 － △63,024 △33,556 1,652,378

 

 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 － － － △63,024 

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
会計期間中の変動額（純額） 

△30,921 － △30,921 △30,921 

中間会計期間中の変動額合計 △30,921 － △30,921 △94,535 

平成 18 年９月 30 日残高 205,271 － 205,271 1,857,650 
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【訂正後】２重下線部が訂正箇所 

（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 － － △88,941 － △88,941

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
会計期間中の変動額（純額） 

－ － － － －

中間会計期間中の変動額合計 △1,754,060 △676,673 2,341,792 △589 △89,531

平成 18 年９月 30 日残高 1,748,959 － △88,941 △33,556 1,626,461

 

 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 － － － △88,941 

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
会計期間中の変動額（純額） 

△30,921 － △30,921 △30,921 

中間会計期間中の変動額合計 △30,921 － △30,921 △120,453 

平成 18 年９月 30 日残高 205,271 － 205,271 1,831,732 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
【訂正前】２重下線部が訂正箇所 

 

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） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成

15 年 10 月 31 日）を適用しており

ます。 

これにより税引前中間純損失は

2,396,175 千円増加しております。 

なお、減損損失累計額につきまして

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき各資産の金額から直接控除

しております。 

 

────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度から、「固定資産の減損

に係る会計基準」（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成

14 年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号）を

適用しております。 

これにより、営業利益及び経常利益

が 52,414 千円増加し、税引前当期

純損失は 2,343,762 千円増加して

おります。 

なお、減損損失累計額につきまして

は、改正後の財務諸表等規則に基づ

き各資産の金額から直接控除して

おります。 

────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

当中間会計期間より「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成 17

年 12 月９日 企業会計基準第５号）

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」

（企業会計基準委員会 平成 17 年

12 月９日 企業会計基準適用指針

第８号）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 1,857,650 千円であ

ります。 

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。 

────── 
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【訂正後】２重下線部が訂正箇所 

 

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） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成

15 年 10 月 31 日）を適用しており

ます。 

これにより税引前中間純損失は

2,396,175 千円増加しております。 

なお、減損損失累計額につきまして

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき各資産の金額から直接控除

しております。 

 

────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度から、「固定資産の減損

に係る会計基準」（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成

14 年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号）を

適用しております。 

これにより、営業利益及び経常利益

が 52,414 千円増加し、税引前当期

純損失は 2,343,762 千円増加して

おります。 

なお、減損損失累計額につきまして

は、改正後の財務諸表等規則に基づ

き各資産の金額から直接控除して

おります。 

────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

当中間会計期間より「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成 17

年 12 月９日 企業会計基準第５号）

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」

（企業会計基準委員会 平成 17 年

12 月９日 企業会計基準適用指針

第８号）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 1,831,732 千円であ

ります。 

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。 

────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

15 

注記事項 
（中間損益計算書関係） 
【訂正前】２重下線部が訂正箇所 

 

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 減価償却実施額 

有形固定資産 38,009 千円 

無形固定資産 5,831 千円  

 １ 減価償却実施額 

有形固定資産 29,577 千円

無形固定資産 3,135 千円

 １ 減価償却実施額 

有形固定資産 67,498 千円

無形固定資産 10,486 千円

※２ 営業外収益のうち主なものは

次のとおりであります。 

受取利息 45 千円 

有価証券利息 617 千円 

受取配当金 9,039 千円 

   

※２ 営業外収益のうち主なものは

次のとおりであります。 

受取利息 72 千円

有価証券利息 2,689 千円

受取配当金 9,901 千円

賃貸収入 2,172 千円 

※２ 営業外収益のうち主なものは

次のとおりであります。 

受取利息 101 千円

有価証券利息 2,945 千円

受取配当金 12,168 千円

賃貸収入 3,880 千円 
※３ 営業外費用のうち主なものは

次のとおりであります。 

支払利息 22,487 千円 

   

※３ 営業外費用のうち主なものは

次のとおりであります。 

支払利息 21,441 千円

クレーム費用 3,498 千円

債務保証損失引当金

繰入額 
10,894 千円

 

※３ 営業外費用のうち主なものは

次のとおりであります。 

支払利息 43,860 千円

クレーム費用 17,976 千円 

※４ 特別利益のうち主なものは次

のとおりであります。 

貸倒引当金戻入益 2,403 千円  

※４ 特別利益のうち主なものは次

のとおりであります。 

貸倒引当金戻入益 701 千円 

※４ 特別利益のうち主なものは次

のとおりであります。 

投資有価証券売却益 1,114 千円 
※５ 特別損失のうち主なものは次

のとおりであります。 

減損損失 2,396175 千円 

固定資産除却損 1,906 千円 

投資有価証券売却損 866 千円 

投資有価証券評価損 10,591 千円 

役員退職慰労金 41,475 千円 

   

※５ 特別損失のうち主なものは次

のとおりであります。 

減損損失 －千円

固定資産除却損 1,236 千円

投資有価証券売却損 －千円

投資有価証券評価損 －千円

役員退職慰労金 4,790 千円

たな卸資産処分損 －千円 

※５ 特別損失のうち主なものは次

のとおりであります。 

減損損失 2,396,175 千円

固定資産除却損 31,915 千円

投資有価証券売却損 894 千円

投資有価証券評価損 12,841 千円

役員退職慰労金 41,475 千円

たな卸資産処分損 9,217 千円 
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【訂正後】２重下線部が訂正箇所 

 

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 減価償却実施額 

有形固定資産 38,009 千円 

無形固定資産 5,831 千円  

 １ 減価償却実施額 

有形固定資産 29,577 千円

無形固定資産 3,135 千円

 １ 減価償却実施額 

有形固定資産 67,498 千円

無形固定資産 10,486 千円

※２ 営業外収益のうち主なものは

次のとおりであります。 

受取利息 45 千円 

有価証券利息 617 千円 

受取配当金 9,039 千円 

   

※２ 営業外収益のうち主なものは

次のとおりであります。 

受取利息 72 千円

有価証券利息 2,689 千円

受取配当金 9,901 千円

賃貸収入 2,172 千円 

※２ 営業外収益のうち主なものは

次のとおりであります。 

受取利息 101 千円

有価証券利息 2,945 千円

受取配当金 12,168 千円

賃貸収入 3,880 千円 
※３ 営業外費用のうち主なものは

次のとおりであります。 

支払利息 22,487 千円 

   

※３ 営業外費用のうち主なものは

次のとおりであります。 

支払利息 21,441 千円

クレーム費用 3,498 千円

債務保証損失引当金

繰入額 
10,894 千円

 

※３ 営業外費用のうち主なものは

次のとおりであります。 

支払利息 43,860 千円

クレーム費用 17,976 千円 

※４ 特別利益のうち主なものは次

のとおりであります。 

貸倒引当金戻入益 2,403 千円  

※４   ───────── 

 

  

※４ 特別利益のうち主なものは次

のとおりであります。 

投資有価証券売却益 1,114 千円 
※５ 特別損失のうち主なものは次

のとおりであります。 

減損損失 2,396175 千円 

固定資産除却損 1,906 千円 

投資有価証券売却損 866 千円 

投資有価証券評価損 10,591 千円 

役員退職慰労金 41,475 千円 

   

※５ 特別損失のうち主なものは次

のとおりであります。 

減損損失 －千円

固定資産除却損 1,236 千円

投資有価証券売却損 －千円

投資有価証券評価損 －千円

役員退職慰労金 4,790 千円

たな卸資産処分損 －千円 

※５ 特別損失のうち主なものは次

のとおりであります。 

減損損失 2,396,175 千円

固定資産除却損 31,915 千円

投資有価証券売却損 894 千円

投資有価証券評価損 12,841 千円

役員退職慰労金 41,475 千円

たな卸資産処分損 9,217 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 

 

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株当たり純資産額 

265 円 06 銭 

１株当たり純資産額 

261 円 42 銭

１株当たり純資産額 

274 円 59 銭

１株当たり中間純損失金額 

343 円 69 銭 

１株当たり中間純損失金額 

8 円 86 銭

１株当たり当期純損失金額 

350 円 78 銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当た

り中間純損失が計上されており、ま

た、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当た

り中間純損失が計上されており、ま

た、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、１株当た

り当期純損失が計上されており、ま

た、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

（注）１株当たり中間純利益金額または１株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおり
であります。 

項目 

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株当たり中間純利益金額または１株

当たり中間（当期）純損失金額（△） 
   

中間純利益または中間（当期）

純損失（△） 
△2,444,973 千円 △63,024 千円 △2,494,890 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また

は中間（当期）純損失（△） 
△2,444,973 千円 △63,024 千円 △2,494,890 千円 

期中平均株式数 7,113 千株 7,108 千株 7,112 千株 
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【訂正後】２重下線部が訂正箇所 

 

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株当たり純資産額 

265 円 06 銭 

１株当たり純資産額 

257 円 77 銭

１株当たり純資産額 

274 円 59 銭

１株当たり中間純損失金額 

343 円 69 銭 

１株当たり中間純損失金額 

12 円 51 銭

１株当たり当期純損失金額 

350 円 78 銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当た

り中間純損失が計上されており、ま

た、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当た

り中間純損失が計上されており、ま

た、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、１株当た

り当期純損失が計上されており、ま

た、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

（注）１株当たり中間純利益金額または１株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおり
であります。 

項目 

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株当たり中間純利益金額または１株

当たり中間（当期）純損失金額（△） 
   

中間純利益または中間（当期）

純損失（△） 
△2,444,973 千円 △88,941 千円 △2,494,890 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また

は中間（当期）純損失（△） 
△2,444,973 千円 △88,941 千円 △2,494,890 千円 

期中平均株式数 7,113 千株 7,108 千株 7,112 千株 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


