
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 
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（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

23年３月期第１四半期  5,224  13.2  581  309.9  606  208.3  327  231.9

22年３月期第１四半期  4,612  △38.0  141  △88.7  196  △84.6  98  △86.8

  
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

  円 銭 円 銭 

23年３月期第１四半期  15  42     －      

22年３月期第１四半期  4  65     －      

  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 

23年３月期第１四半期  41,577  36,519  87.4  1,710  18

22年３月期  41,411  36,394  87.5  1,704  63

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 36,339百万円 22年３月期 36,221百万円

  
年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

22年３月期              20 00          10 00  30  00

23年３月期            

23年３月期（予想）  7 50          7 50  15  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

第２四半期（累計）  10,500  10.4  890  180.1  915  123.4  540  156.9  25  41

通期  21,000  9.5  1,450  65.9  1,495  42.7  900  49.3  42  35



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．４「その他」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規  －     社 （社名）                        、除外  －     社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：有 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作

成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実

際の業績等は、業況の変化等により上記予想値と異なる場合があります。    

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 21,803,295株 22年３月期 21,803,295株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 554,503株 22年３月期 554,481株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 21,248,792株 22年３月期１Ｑ 21,249,051株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間における日本経済は、半導体業界など一部の業界では前期に比べて需要が急回復する

一方で、公共事業の抑制によって鉄骨加工業界は前期よりさらに需要が減少するという業界別にまだら模様の状況

になりました。世界経済をみると、中国を軸にしたアジア地域や新興国で景気が過熱気味に推移している半面、欧

米市場の景気回復が遅れており、国内経済、海外経済共に先行き不透明な状況にあります。  

 このような国内外市場の経営環境の中で当社グループは、国内における一部の好調な業界とアジア市場の需要増

加に支えられ、売上げは前第１四半期連結会計期間比10％以上の増加となりました。利益については、昨年からの

コストダウン、経費削減効果によって大幅な増益となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における売上高は52億24百万円となり、前第１四半期連結会計期間46億12百万円と比

較すると13.2%の増収となりました。営業利益は5億81百万円となり、同１億41百万円と比較すると309.9%の増益、

経常利益は６億６百万円となり、同１億96百万円と比較すると208.3%の増益、四半期純利益は３億27百万円とな

り、同98百万円と比較すると231.9%の増益となりました。 

  セグメント別の業績は、次のとおりです。 

 迅速流体継手事業は、国内は半導体業界および自動車業界の設備投資需要の回復、海外市場ではアジア市場の需

要回復によって、売上高は20億75百万円となりました。利益面では、売上げの増加とコストダウン効果によって、

セグメント利益は２億42百万円となりました。 

機械工具事業は、国内は鉄骨加工業界の需要が低迷を続けている影響が大きく、海外のアジア市場の需要回復

があったものの、売上高は18億38百万円となりました。利益面では、経費削減とコストダウン効果によって、セ

グメント利益は１億53百万円となりました。 

リニア駆動ポンプ事業は、国内外市場で健康機器・医療機器組み込み用コンプレッサの需要が回復し、売上高

は８億51百万円となりました。利益面では、売上げの大幅増加、経費削減およびコストダウン効果によって、セ

グメント利益１億73百万円となりました。 

建築機器事業は、国内の建設投資の低迷が続いているものの、主力の中心吊オートヒンジが好調を維持し、売

上高は４億59百万円となりました。利益面では売上げの増加によって、セグメント利益12百万円となりました。 

海外売上高は、18億３百万円（前第１四半期連結会計期間比19.7％の増収）となり、海外売上高の連結売上高

に占める割合は34.5％となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、415億77百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億66百万円

の増加となりました。 

 資産の部では、流動資産は281億85百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億63百万円の増加となりまし

た。これは主に、売上高増加による、受取手形及び売掛金の増加３億62百万円の増加、原材料及び貯蔵品の増加85

百万円、配当金支払い等による現金及び預金の減少３億51百万円等によるものです。 

 固定資産は、133億92百万円となり、前連結会計年度末と比較して２百万円の増加となりました。これは主に、

日東工器本社第３期工事終了に伴う建物及び構築物の増加１億59百万円、工事終了に伴う建設仮勘定の取崩し63百

万円の減少、投資有価証券の評価差額80百万円の減少等によるものです。 

 負債の部では、流動負債は、31億19百万円となり、前連結会計年度末と比較して44百万円の減少となりました。

これは主に、賞与引当金の減少３億８百万円、支払手形及び買掛金の増加１億33百万円、未払法人税等の増加35百

万円等によるものです。 

 固定負債は、19億39百万円となり、前連結会計年度末と比較して85百万円の増加となりました。これは主に、退

職給付引当金の増加44百万円、資産除去債務の増加24百万円、リース債務の増加22百万円等によるものです。 

 純資産の部では、四半期純利益は３億27百万円でしたが、配当金の支払い２億12百万円があったため、利益剰余

金は、１億15百万円の増加で342億61百万円となりました。また為替換算調整勘定が61百万円の増加、その他有価

証券評価差額金が58百万円減少したため純資産の部は、365億19百万円となり、前連結会計年度末を比較して１億

24百万円の増加となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況）  

 当第１四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は57億61百万円となり、前連結会

計年度末と比較して11億60百万円の減少となりました。  

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、53百万円の収入（前第１四半期連結会計期間比88.0％減）となりま

した。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益４億67百万円、減価償却費２億21百万円等であります。主

なマイナス要因は、売上債権の増加３億53百万円、賞与引当金の減少３億８百万円等であります。 

  「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、10億27百万円の支出（前第１四半期連結会計期間は８億53百万円

の収入）となりました。主なプラス要因は、定期預金の払戻による収入89億84百万円等であります。主なマイナ

ス要因は、定期預金の預入による支出98億円、有形固定資産の取得による支出２億19百万円等であります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、２億23百万円の支出（前第１四半期連結会計期間比48.1％減）

となりました。主なマイナス要因は、配当金の支払い２億12百万円等であります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の第１四半期における経済環境は、新興国の高い経済成長や国内外の経済対策効果などにより、

輸出主導企業を中心に国内製造業の生産が増加すると予想されます。その一方で、欧州のソブリンリスク、米国の

失業率高止まりなど海外景気に対する懸念やデフレの影響など、わが国景気の先行きはなお不透明感が強く、当社

グループの環境は依然として予断を許さない状況にあります。 

 このような環境下、当社は海外展開を一層推進し、拡大し続ける海外需要に対応するため、グローバルな視点で

の販売ルート開拓、かつ既存の国内外販売ルートのさらなる活性化を図っていきます。併せて、新製品および付加

価値製品の開発に取り組んでまいります。 

 今後の業績につきましては、迅速流体継手事業は半導体および自動車業界向けなどで需要回復が見込めますが、

機械工具事業は建設・橋梁および機械加工ならびに中小の加工業は当分の間は厳しい状況が続き、リニア駆動ポン

プは医療機器分野が順調に推移すると予想しております。 

 以上の理由から、平成22年５月11日に発表しました第２四半期連結累計期間および通期の業績予想数値を上回る

見込みのため下記のように修正いたします。 

 また、業績予想の前提となっております為替レートにつきましては、英ポンドおよびユーロが大幅な為替変動に

より、想定する為替レートを１英ポンド130円、１ユーロ110円に見直しました。なお、１米ドル90円、１タイバー

ツ2.70円、100ウオン８円、１豪ドル75円は前回発表しました為替レートを想定しております。 

                             （単位：百万円） 

             売上高   営業利益  経常利益  当期利益   

 第２四半期（累計）   10,500         890         915         540        

 通      期   21,000       1,450       1,495         900    
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当する事項はありません。  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法  

貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度

末に使用した貸倒実績率等を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

② 経過勘定項目の算定方法 

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による概算額で計上

する方法によっております。 

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・プ

ランニングを利用する方法によっております。 

④ 税金費用の計算 

  税金費用については、四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当

該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用す

る方法によっております。 

 （３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更  

① 退職給付に係る会計処理 

当第１四半期連結会計期間より、連結子会社1社において、退職給付債務の算定方法を簡便法から原則法に変

更しています。この変更は、適格退職年金制度から他の企業年金制度への移行準備を開始したことを契機とし

て、退職給付債務に関する数理計算を行うための体制を整備したためであり、退職給付債務の算定の精度を高め

ることにより、期間損益計算の適正化および財政状態の健全化を図ることを目的としております。期首現在で退

職給付債務を算定した結果発生した変更時差異115百万円については、特別損失に計上しています。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第1四半期連結累計期間の営業利益および経常利益はそれぞ

れ２百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は117百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、軽微のため記載しておりません。 

② 資産除去債務に関する会計基準の適用 

  当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。  

 これにより、営業利益および経常利益はそれぞれ０百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は18百万円減少

しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は24百万円であります。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、軽微のため記載しておりません。  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,338 17,689

受取手形及び売掛金 5,132 4,770

商品及び製品 2,955 2,898

仕掛品 167 166

原材料及び貯蔵品 1,579 1,494

繰延税金資産 588 569

その他 436 445

貸倒引当金 △13 △13

流動資産合計 28,185 28,022

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,672 9,439

減価償却累計額 △3,923 △3,816

建物及び構築物（純額） 5,748 5,622

機械装置及び運搬具 2,641 2,613

減価償却累計額 △2,114 △2,072

機械装置及び運搬具（純額） 527 541

工具、器具及び備品 5,369 5,302

減価償却累計額 △4,771 △4,715

工具、器具及び備品（純額） 598 587

土地 4,093 4,094

リース資産 241 199

減価償却累計額 △42 △31

リース資産（純額） 198 168

建設仮勘定 113 192

有形固定資産合計 11,280 11,206

無形固定資産   

その他 154 161

無形固定資産合計 154 161

投資その他の資産   

投資有価証券 940 1,017

長期貸付金 191 204

繰延税金資産 595 565

その他 247 250

貸倒引当金 △16 △16

投資その他の資産合計 1,957 2,021

固定資産合計 13,392 13,389

資産合計 41,577 41,411
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,793 1,660

リース債務 42 34

未払法人税等 74 39

賞与引当金 240 549

その他 967 880

流動負債合計 3,119 3,163

固定負債   

リース債務 156 133

退職給付引当金 1,432 1,387

役員退職慰労引当金 146 145

資産除去債務 24 －

その他 178 185

固定負債合計 1,939 1,853

負債合計 5,058 5,017

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,850 1,850

資本剰余金 1,925 1,925

利益剰余金 34,261 34,146

自己株式 △916 △916

株主資本合計 37,121 37,006

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 64 123

為替換算調整勘定 △847 △908

評価・換算差額等合計 △782 △785

少数株主持分 180 173

純資産合計 36,519 36,394

負債純資産合計 41,577 41,411
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 4,612 5,224

売上原価 2,446 2,703

売上総利益 2,166 2,520

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 547 557

賞与引当金繰入額 164 124

退職給付費用 44 56

役員退職慰労引当金繰入額 8 8

販売促進費 178 146

研究開発費 200 208

その他 880 838

販売費及び一般管理費合計 2,024 1,939

営業利益 141 581

営業外収益   

受取利息 24 16

受取配当金 14 9

為替差益 0 －

受取家賃 8 9

その他 24 22

営業外収益合計 71 57

営業外費用   

売上割引 15 18

為替差損 － 14

その他 1 0

営業外費用合計 17 33

経常利益 196 606

特別利益   

固定資産売却益 － 1

特別利益合計 － 1

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 17

減損損失 － ※1  6

退職給付費用 － 115

その他 0 0

特別損失合計 0 139

税金等調整前四半期純利益 196 467

法人税等 94 140

少数株主損益調整前四半期純利益 － 327

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3 △0

四半期純利益 98 327
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 196 467

減価償却費 207 221

賞与引当金の増減額（△は減少） △312 △308

退職給付引当金の増減額（△は減少） △88 43

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 17

減損損失 － 6

売上債権の増減額（△は増加） 519 △353

たな卸資産の増減額（△は増加） 146 △139

仕入債務の増減額（△は減少） △354 126

その他 214 8

小計 529 90

利息及び配当金の受取額 40 29

利息の支払額 △0 △0

法人税等の支払額 △121 △65

営業活動によるキャッシュ・フロー 447 53

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,507 △9,800

定期預金の払戻による収入 2,925 8,984

有形固定資産の取得による支出 △565 △219

その他 1 7

投資活動によるキャッシュ・フロー 853 △1,027

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △424 △212

その他 △5 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △430 △223

現金及び現金同等物に係る換算差額 170 36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,042 △1,160

現金及び現金同等物の期首残高 13,036 6,922

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,078 5,761
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該当事項はありません。  

【事業の種類別セグメント情報】  

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

（注） 事業区分は、製品の種類・性質、製造方法、販売市場等の類似性を考慮して４つの事業に区分しております。

各区分に属する主な製品は次のとおりであります。 

(1）迅速流体継手   真空用カプラ、空圧用カプラ、油圧用カプラ等 

(2）機械工具     ジェットタガネ、アトラ、ベルトン、デルボ等 

(3）リニア駆動ポンプ コンプレッサ、ブロワ等 

(4）建築機器、他   ドアクローザ等 

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

北   米……米国、カナダ 

ヨーロッパ……英国、ドイツ、フランス他 

【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北   米…米国、カナダ 

(2）東南アジア…マレーシア、シンガポール、台湾、韓国他 

(3）ヨーロッパ…英国、ドイツ、フランス他 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
迅速流体
継手 
（百万円） 

機械工具 
  

（百万円）

リニア駆
動ポンプ 
（百万円）

建築機器、
他 

（百万円）

計 
  

（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
  

（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する
売上高 

 1,570  1,867  721  452  4,612       －  4,612

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

計  1,570  1,867  721  452  4,612  －  4,612

営業利益又は営業損失（△）  67  67  19  △12  141  －  141

  
日本 
  

(百万円) 

北米 
  

(百万円) 

ヨーロッパ
  

(百万円) 

その他 
  

(百万円)

計 
  

(百万円) 

消去又は
全社 

(百万円) 

連結 
  

(百万円) 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  3,680  302  389  240  4,612  －  4,612

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 389  2  4  264  661  △661  －

計  4,069  305  393  505  5,274  △661  4,612

営業利益又は営業損失（△）  82  21  △8  19  114  27  141

  北米 東南アジア ヨーロッパ その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  347  525  407  225  1,505

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  4,612

Ⅲ 海外売上高の連結売上高
に占める割合（％） 

 7.5  11.4  8.8  4.9  32.7
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 【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要  

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営

資源の配分決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。当社

は、商品別に事業部を置き、各事業部は、取り扱う製品の開発・製造に関する戦略を立案し、事業展開を行

っております。 

 したがって、当社は、「迅速流体継手事業」、「機械工具事業」、「リニア駆動ポンプ事業」、「建築機

器事業」の４つを報告セグメントとしております。 

「迅速流体継手事業」は、産業用の流体配管をワンタッチで着脱する継ぎ手を開発・製造・販売をして

おります。 

 「機械工具事業」は、省力化機械工具の開発・製造・販売をしております。  

「リニア駆動ポンプ事業」は、浄化槽用のブロワ、健康機器・医療機器に組み込む小型の省力化ポンプ

の開発・製造・販売をしております。  

 「建築機器事業」は、アームレスのドアクローザの開発・製造・販売をしております。 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

    当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日）を適用しております。 

該当事項はありません。   

（四半期連結損益計算書関係）  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

※1．減損損失  

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 

合計 
迅速流体継

手 
機械工具 

リニア駆動
ポンプ 

建築機器 

売上高           

外部顧客への売上高  2,075  1,838  851  459  5,224

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － － － 

計  2,075  1,838  851  459  5,224

セグメント利益  242  153  173  12  581

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）その他注記情報

当第１四半期連結会計期間において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 金額

白河日東工器（株） 

（福島県白河市） 
遊休資産 

土地 

建物  

 ４百万円

１百万円

当社グループは、製造拠点については当該拠点別に、販売拠点および本社並びに社宅等については共用資産と

して資産のグルーピングをしております。 

当社の子会社の白河日東工器（株）は、遊休資産の売却の意思決定を行ったことに伴い、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。 

なお、回収可能価額は正味売却価額により算定しており、公示価格、相続税路線価並びに売買事例等を勘案し

た合理的な見積りにより評価しております。 
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