
 - 1 -

                                           平成19年３月29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 田島 茂雄 

                              （コード番号 5302 東証第一部） 
                                          問合せ先 業務管理部長 今井 浩二 

                           （TEL. ０３－３５５２－６１１１） 
 
 

（訂正）「平成18年12月期決算短信（連結）」および 

「平成18年12月期個別財務諸表の概要」の一部訂正について 

 
 
平成 19 年２月 15 日に発表いたしました｢平成 18 年 12 月期 決算短信（連結）｣および「平成 18
年 12 月期 個別財務諸表の概要」の内容につきまして一部訂正がありますので、下記のとおり

お知らせいたします。なお、訂正箇所は下線を付しております。  
 

記 
 
Ⅰ．「平成18年12月期 決算短信（連結）｣ 
 
１．８ページ （２）キャッシュ・フローの状況 
 
＜訂正前＞ 

(2) キャッシュ・フローの状況 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ１９億７千４百万円収入が増加し、５３億１千４百万円の

収入となりました。法人税等の支払額が１０億４千２百万円増加いたしましたが、税金等調整前当期純利益が前連結会

計年度の３１億５千４百万円から４５億４千９百万円と伸長したことが主な要因であります。 

 
＜訂正後＞ 

(2) キャッシュ・フローの状況 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ１９億７千４百万円収入が増加し、５３億１千４百万円の

収入となりました。法人税等の支払額が１０億２千４百万円増加いたしましたが、税金等調整前当期純利益が前連結会

計年度の３１億５千４百万円から４５億４千９百万円と伸長したことが主な要因であります。 
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２．10ページ （３）【連結貸借対照表】 
 
＜訂正前＞ 

  当連結会計年度 
(平成18年12月31日) 

前連結会計年度 
(平成17年12月31日) 

増減 

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）

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  4,946 4,043  903

２ 受取手形及び売掛金 ※3 8,751 8,351  400

３ たな卸資産  7,746 7,121  625

４ 繰延税金資産  244 131  113

５ その他 ※6 864 636  227

６ 貸倒引当金  △3 △5  2

流動資産合計  22,551 43.5 20,278 41.8 2,272

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※2   

(1) 建物及び構築物  17,083 17,023   

減価償却累計額  8,647 8,436 8,184 8,838  △401

(2) 機械装置及び炉  25,672 24,752   

減価償却累計額  18,248 7,424 17,621 7,131  292

(3) 車両及び工具器具備品  1,642 1,597   

減価償却累計額  1,145 496 1,154 443  53

(4) 土地  4,025 4,028  △2

(5) 建設仮勘定  702 224  478

有形固定資産合計  21,085 40.6 20,665 42.6 419

    

    

資産合計  51,877 100.0 48,500 100.0 3,376
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＜訂正後＞ 
  当連結会計年度 

(平成18年12月31日) 
前連結会計年度 

(平成17年12月31日) 
増減 

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）

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  4,946 4,043  903

２ 受取手形及び売掛金 ※3 8,871 8,351  519

３ たな卸資産  7,746 7,121  625

４ 繰延税金資産  244 131  113

５ その他 ※6 745 636  108

６ 貸倒引当金  △3 △5  2

流動資産合計  22,551 43.5 20,278 41.8 2,272

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※2,7   

(1) 建物及び構築物  17,083 17,023   

減価償却累計額  8,647 8,436 8,184 8,838  △401

(2) 機械装置及び炉  25,672 24,752   

減価償却累計額  18,248 7,424 17,621 7,131  292

(3) 車両及び工具器具備品  1,642 1,597   

減価償却累計額  1,145 496 1,154 443  53

(4) 土地  4,025 4,028  △2

(5) 建設仮勘定  702 224  478

有形固定資産合計  21,085 40.6 20,665 42.6 419

    

    

資産合計  51,877 100.0 48,500 100.0 3,376
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３．11ページ （３）【連結貸借対照表】 
 
＜訂正前＞ 

  当連結会計年度 
(平成18年12月31日) 

前連結会計年度 
(平成17年12月31日) 

増減 

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）

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金 ※3 4,628 4,602  26

２ 短期借入金 ※2 10,871 12,361  △1,490

３ 未払法人税等  1,732 1,006  725

４ 繰延税金負債  2 1  0

５ 賞与引当金  44 42  2

６ 役員賞与引当金  62 ―  62

７ その他 ※3 2,608 1,539  1,068

流動負債合計  19,950 38.4 19,554 40.3 395

    

    
負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 ― ― 48,500 100.0 △48,500

        

 
＜訂正後＞ 

  当連結会計年度 
(平成18年12月31日) 

前連結会計年度 
(平成17年12月31日) 

増減 

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）

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金 ※3 4,628 4,602  26

２ 短期借入金 ※2 10,871 12,361  △1,490

３ 未払法人税等  1,732 1,006  725

４ 繰延税金負債  2 1  0

５ 賞与引当金  53 42  11

６ 役員賞与引当金  53 ―  53

７ その他 ※3 2,608 1,539  1,068

流動負債合計  19,950 38.4 19,554 40.3 395

    

    
負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 ― ― 48,500 100.0 △48,500
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４．13ページ （４）【連結損益計算書】 
 
＜訂正前＞ 

  
当連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31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) 

増減 

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）

    

    

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※5 121 66   

２ 減損損失 ※6 91 ―   

３ たな卸資産評価損  5 41   

４ 投資有価証券評価損  4 4   

５ 事業再構築関連費用 ※7 102 ―   

６ 環境対策費 ※8 192 ―   

７ 訴訟関連費用 ※9 76 594 1.9 ― 112 0.4 482

税金等調整前当期純利益  4,549 14.9 3,154 12.1 1,394

 
＜訂正後＞ 

  
当連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31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) 

増減 

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）

    

    

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※5 121 66   

２ 減損損失 ※6 91 ―   

３ たな卸資産評価損  5 41   

４ 投資有価証券評価損  4 4   

５ 事業再構築関連費用 ※7 102 ―   

６ 環境対策引当金繰入額 ※8 192 ―   

７ 訴訟関連費用 ※9 76 594 1.9 ― 112 0.4 482

税金等調整前当期純利益  4,549 14.9 3,154 12.1 1,394
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５．16ページ （６）【連結株主資本等変動計算書】 
 
＜訂正前＞ 

当連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他資本剰余金 
項目 

資本金 資本 

準備金 資本準備金

減少差益

自己株式

処分差益

資本剰余金
合計 

その他利益 

剰余金 

自己株式 
株主資本

合計 

平成17年12月31日残高(百万円) 7,402 1,851 5,946 0 7,797 2,062 △311 16,950

事業年度中の変動額    

 自己株式の取得  ―  △13 △13

 自己株式の処分  0 0  0 0

 剰余金の配当  ― △463  △463

 利益処分による役員賞与  ― △30  △30

 当期純利益  ― 2,684  2,684

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)  ―   ―

事業年度中の変動額合計 

(百万円) 
― ― ― 0 0 2,189 △13 2,176

平成18年12月31日残高(百万円) 7,402 1,851 5,946 0 7,797 4,251 △325 19,127

 
評価・換算差額等 

項目 その他有価証券

評価差額金 
繰延ヘッジ

損益 
為替換算 
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

少数株主 
持分 

純資産 

合計 

平成17年12月31日残高(百万円) 2,844 ― △26 2,817 1,930 21,699

事業年度中の変動額   

 自己株式の取得  ―  △13

 自己株式の処分  ―  0

 剰余金の配当  ―  △463

 利益処分による役員賞与  ―  △30

 当期純利益  ―  2,684

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 360 △33 3 330 205 535

事業年度中の変動額合計 

(百万円) 
360 △33 3 330 205 2,712

平成18年12月31日残高(百万円) 3,205 △33 △23 3,148 2,136 24,411
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＜訂正後＞ 
当連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

株主資本 

項目 
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17年12月31日残高(百万円) 7,402 7,797 2,062 △311 16,950

連結会計年度中の変動額   

 剰余金の配当  △463  △463

 利益処分による役員賞与  △30  △30

 当期純利益  2,684  2,684

 自己株式の取得  △13 △13

 自己株式の処分  0 0 0

 株主資本以外の項目の連結 
会計年度中の変動額(純額)   ―

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円) 
― 0 2,189 △13 2,176

平成18年12月31日残高(百万円) 7,402 7,797 4,251 △325 19,127

 
評価・換算差額等 

項目 その他有価証券

評価差額金 
繰延ヘッジ

損益 
為替換算 
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

少数株主持分 純資産合計 

平成17年12月31日残高(百万円) 2,844 ― △26 2,817 1,930 21,699

連結会計年度中の変動額   

 剰余金の配当  ―  △463

 利益処分による役員賞与  ―  △30

 当期純利益  ―  2,684

 自己株式の取得  ―  △13

 自己株式の処分  ―  0

 株主資本以外の項目の連結 
会計年度中の変動額(純額) 360 △33 3 330 205 535

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円) 
360 △33 3 330 205 2,712

平成18年12月31日残高(百万円) 3,205 △33 △23 3,148 2,136 24,411
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６．17ページ （７）【連結キャッシュ・フロー計算書】 
 
＜訂正前＞ 

  
当連結会計年度 

(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31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) 

増減 

区分 注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 
金額 

（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    
    
19 環境対策費  192 ― 192
20 売上債権の増加額  △394 △992 597
21 たな卸資産の増加額  △614 △1,041 426
22 仕入債務の増加額  17 678 △660
23 預り金の増加額  457 ― 457
24 役員賞与の支払額  △38 △18 △20
25 その他  3 172 △175

小計  6,738 3,999 2,739

26 利息及び配当金の受取額  72 53 19
27 利息の支払額  △197 △228 30
28 損害賠償金の受取額  173 ― 173
29 保険金の受取額  99 23 76
30 訴訟関連費用による支出  △76 △18 △58
31 法人税等の還付額  42 6 36
32 法人税等の支払額  △1,537 △495 △1,042

営業活動によるキャッシュ・フロー  5,314 3,340 1,974

 
＜訂正後＞ 

  
当連結会計年度 

(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31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) 

増減 

区分 注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 
金額 

（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    
    
19 環境対策引当金繰入額  192 ― 192

20 売上債権の増加額  △514 △992 478

21 たな卸資産の増加額  △614 △1,041 426
22 仕入債務の増加額  17 678 △660
23 預り金の増加額  457 ― 457
24 役員賞与の支払額  △38 △18 △20

25 その他  98 172 △73

小計  6,720 3,999 2,721

26 利息及び配当金の受取額  72 53 19
27 利息の支払額  △197 △228 30
28 損害賠償金の受取額  173 ― 173
29 保険金の受取額  99 23 76
30 訴訟関連費用による支出  △76 △18 △58
31 法人税等の還付額  42 6 36

32 法人税等の支払額  △1,520 △495 △1,024

営業活動によるキャッシュ・フロー  5,314 3,340 1,974

 



 - 9 -

７．22ページ （会計方針の変更） 
 
＜訂正前＞ 

当連結会計年度 
(平成18年12月31日) 

前連結会計年度 
(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） 

当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号）

を適用している。 

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益は62百万円減少している。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載し

ている。 

―――――――― 

（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） 

―――――――― 

 
＜訂正後＞ 

当連結会計年度 
(平成18年12月31日) 

前連結会計年度 
(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） 

当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号）

を適用している。 

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益は53百万円減少している。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載し

ている。 

―――――――― 

（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） 

―――――――― 
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８．23ページ （表示方法の変更） 
 
＜訂正前＞ 

当連結会計年度 
(平成18年12月31日) 

前連結会計年度 
(平成17年12月31日) 

（連結損益計算書） 

前連結会計年度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｣（前連結会計年

度15百万円）については、営業外収益の総額の100

分10超となったため、当連結会計年度より区分掲

記している。 

―――――――― 

 
＜訂正後＞ 

当連結会計年度 
(平成18年12月31日) 

前連結会計年度 
(平成17年12月31日) 

（連結損益計算書） 

前連結会計年度において営業外収益の｢その他の

収益｣に含めて表示していた｢受取賃貸料｣（前連結

会計年度15百万円）については、営業外収益の総

額の100分10超となったため、当連結会計年度より

区分掲記している。 

―――――――― 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

前連結会計年度において営業活動におけるキャッ

シュ・フローの小計区分前の「その他」に含めて

表示していた｢預り金の増加額｣（前連結会計年度

37百万円）については、重要性が増したため、当

連結会計年度より区分掲記している。 

―――――――― 
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９．24ページ （９）【注記事項】（連結貸借対照表関係） 
 
＜訂正前＞ 

当連結会計年度 
(平成18年12月31日) 

前連結会計年度 
(平成17年12月31日) 

  

  

※６ 流動資産の「その他」には手形及び売掛債権の流

動化を目的とした債権譲渡に伴う支払留保額が

277百万円含まれている。 

※６ 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。 

 
＜訂正後＞ 

当連結会計年度 
(平成18年12月31日) 

前連結会計年度 
(平成17年12月31日) 

  

  

※６ 流動資産の「その他」には手形及び売掛債権の流

動化を目的とした債権譲渡に伴う支払留保額が

277百万円含まれている。 

※６ 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。 

※７ 減損損失累計額は、減価償却累計額に含めてい

る。 

 

―――――――― 

 
10．25ページ （連結損益計算書関係） 
 
＜訂正前＞ 

当連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31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) 

  

  

※５ 固定資産除却損の主な内訳は次の通りである。 
日本カーボン㈱ 電極・ファイ

ンカーボン関
連設備 

104 百万円

新日本テクノ 
カーボン㈱ 

ファインカー
ボン関連設備 

13  

その他 3  

計 121  
 

※５ 固定資産除却損の主な内訳は次の通りである。 
日本カーボン㈱ 電極・ファイ

ンカーボン関
連設備 

55 百万円

新日本テクノ 
カーボン㈱ 

ファインカー
ボン関連設備 

6  

その他 4  

計 66  
 

  

  

 
＜訂正後＞ 

当連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31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) 

  

  

※５ 固定資産除却損の主な内訳は次の通りである。 
日本カーボン㈱ 電極・ファイ

ンカーボン関
連設備 

101 百万円

新日本テクノ 
カーボン㈱ 

ファインカー
ボン関連設備 

13  

その他 6  

計 121  
 

※５ 固定資産除却損の主な内訳は次の通りである。 
日本カーボン㈱ 電極・ファイ

ンカーボン関
連設備 

55 百万円

新日本テクノ 
カーボン㈱ 

ファインカー
ボン関連設備 

6  

その他 4  

計 66  
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11．31ページ （13）【税効果会計】 
 
＜訂正前＞ 

当連結会計年度 
(平成18年12月31日) 

前連結会計年度 
(平成17年12月31日) 

  

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目内訳 

法定実効税率 40.0％
 (調整)  
 交際費等永久に損金に算入されない
項目 1.1 
受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △1.5 

 住民税均等割等 0.6 

 評価性引当額増減 △6.8 

 その他 0.5 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.9 
  

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目内訳 

法定実効税率 40.0％
 (調整)  
 交際費等永久に損金に算入されない
項目 1.3 
受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △0.4 

 損金不算入加算税等 1.2 
 住民税均等割等 0.8 
 評価性引当額増減 0.2 
その他 1.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.2 
 

  

 
＜訂正後＞ 

当連結会計年度 
(平成18年12月31日) 

前連結会計年度 
(平成17年12月31日) 

  

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目内訳 

法定実効税率 40.0％
 (調整)  
 交際費等永久に損金に算入されない
項目 1.1 
受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △0.3 

 住民税均等割等 0.6 

 評価性引当額増減 △6.3 

 その他 △1.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.9 
  

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目内訳 

法定実効税率 40.0％
 (調整)  
 交際費等永久に損金に算入されない
項目 1.3 
受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △0.4 

 損金不算入加算税等 1.2 
 住民税均等割等 0.8 
 評価性引当額増減 0.2 
その他 1.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.2 
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Ⅱ．「平成18年12月期 個別財務諸表の概要｣ 
 
１．37ページ （18）【貸借対照表】 
 
＜訂正前＞ 

  当事業年度 
(平成18年12月31日) 

前事業年度 
(平成17年12月31日) 

増減 

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）

(資産の部)      

      

Ⅱ 固定資産    

１  有形固定資産 ※2   

(1) 建物  13,741 13,746   

 減価償却累計額  6,770 6,971 6,402 7,343  △372

(2) 構築物  1,102 1,089   

 減価償却累計額  663 439 622 467  △28

(3) 炉  4,938 4,417   

 減価償却累計額  3,086 1,852 2,760 1,656  196

(4) 機械及び装置  14,924 14,777   

 減価償却累計額  11,116 3,807 10,860 3,917  △109

(5) 車両運搬具  96 90   

 減価償却累計額  77 19 73 17  1

(6) 工具器具備品  878 902   

 減価償却累計額  630 248 665 236  11

(7) 土地  3,766 3,769  △2

(8) 建設仮勘定  493 192  301

有形固定資産合計  17,599 40.6 17,602 43.2 △2
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＜訂正後＞ 
  当事業年度 

(平成18年12月31日) 
前事業年度 

(平成17年12月31日) 
増減 

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）

(資産の部)      

      

Ⅱ 固定資産    

１  有形固定資産 ※2,10   

(1) 建物  13,741 13,746   

 減価償却累計額  6,770 6,971 6,402 7,343  △372

(2) 構築物  1,102 1,089   

 減価償却累計額  663 439 622 467  △28

(3) 炉  4,938 4,417   

 減価償却累計額  3,086 1,852 2,760 1,656  196

(4) 機械及び装置  14,924 14,777   

 減価償却累計額  11,116 3,807 10,860 3,917  △109

(5) 車両運搬具  96 90   

 減価償却累計額  77 19 73 17  1

(6) 工具器具備品  878 902   

 減価償却累計額  630 248 665 236  11

(7) 土地  3,766 3,769  △2

(8) 建設仮勘定  493 192  301

有形固定資産合計  17,599 40.6 17,602 43.2 △2
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２．40ページ （18）【貸借対照表】 
 
＜訂正前＞ 

  当事業年度 
(平成18年12月31日) 

前事業年度 
(平成17年12月31日) 

増減 

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）

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  7,402 ―  7,402

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  1,851 ―   

(2) その他資本剰余金  5,946 ―   

資本剰余金合計  7,797 ―  7,797

３ 利益剰余金    

(1) その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  3,858 ―   

利益剰余金合計  3,858 ―  3,858

４ 自己株式  △325 ―  △325

株主資本合計  18,734 43.2 ― ― 18,734

    

    

    

 
＜訂正後＞ 

  当事業年度 
(平成18年12月31日) 

前事業年度 
(平成17年12月31日) 

増減 

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）

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  7,402 17.1 ―  7,402

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  1,851 ―   

(2) その他資本剰余金  5,946 ―   

資本剰余金合計  7,797 18.0 ―  7,797

３ 利益剰余金    

(1) その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  3,858 ―   

利益剰余金合計  3,858 8.9 ―  3,858

４ 自己株式  △325 △0.8 ―  △325

株主資本合計  18,734 43.2 ― ― 18,734
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３．50ページ （23）【注記事項】（貸借対照表関係） 
 
＜訂正前＞ 

当事業年度 
(平成18年12月31日) 

前事業年度 
(平成17年12月31日) 

―――――――――― 

 

※８ 平成15年３月28日開催の定時株主総会において、

下記の欠損てん補を行っている。 

     

  資本準備金 3,195百万円

  利益準備金 762 

   計 3,957 
 

※９ 流動資産の「未収入金」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238百万

円含まれている。 

※９ 流動資産の「未収入金」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。 

 
＜訂正後＞ 

当事業年度 
(平成18年12月31日) 

前事業年度 
(平成17年12月31日) 

―――――――――― 

 

※８ 平成15年３月28日開催の定時株主総会において、

下記の欠損てん補を行っている。 

     

  資本準備金 3,195百万円

  利益準備金 762 

   計 3,957 
 

※９ 流動資産の「未収入金」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238百万

円含まれている。 

※９ 流動資産の「未収入金」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。 

※10 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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４．51ページ （23）【注記事項】（損益計算書関係） 
 
＜訂正前＞ 

当事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

※５ 営業外収益には関係会社との取引高が142百万円

含まれている。 

※５ 営業外収益には関係会社との取引高が40百万円

含まれている。 

  

  

 
＜訂正後＞ 

当事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

※５ 関係会社に係る営業外収益 

             受取配当金  119百万円

※５ 営業外収益には関係会社との取引高が40百万円

含まれている。 

  

  

 
 
 

以    上      


