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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）

 (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 5,652 37.3 564 － 699 487.6 383 387.1

22年３月期第１四半期 4,118 △39.7 46 △92.1 119 △83.2 78 △85.6

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 29.89 －
22年３月期第１四半期 6.13 －

 (2) 連結財政状態

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 28,278 19,076 63.7 1,405.16
22年３月期 28,685 18,697 61.7 1,381.56

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 18,003百万円 22年３月期 17,701百万円

2. 配当の状況

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 － 5.00 － 7.00 12.00

23年３月期 －

23年３月期(予想) 6.00 － 10.00 16.00

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）
(％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) 11,200 24.8 900 179.6 1,200 154.2 700 235.6 54.63
通期 22,000 10.6 1,300 31.6 1,800 20.7 1,000 54.7 78.04



 

 
（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） 

 
  

  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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財務諸表のレビュー手続は終了しておりま

せん。 

  

  本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理

的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性

があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四

半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.３「その他の情報」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

（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 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 15,200,065株 22年３月期 15,200,065株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 2,387,711株 22年３月期 2,387,695株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 12,812,362株 22年３月期１Ｑ 12,812,578株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期の世界の経済状況は、中国を中心としたアジア地域での景気回復の動きが見られました

が、南欧諸国の財政危機が懸念されるなど、依然として不透明な状況が続いています。 

 当社の主要顧客である自動車業界におきましては、世界的な需要減退の影響により生産台数が落ち込

んだ前年同期を大幅に上回って推移しました。 

 このような状況下、売上高は国内及び海外関係会社のいずれも、自動車業界の生産回復が寄与し、前

年同期比37.3％増の5,652百万円となりました。 

 利益面では、販売数量増加、原材料費の削減や原価低減等に努めた結果、営業利益は前年同期を大き

く上回る564百万円（前年同期は46百万円の営業利益）となりました。経常利益では、海外関係会社の

業績回復による持分法投資利益が増加し、前年同期比487.6％増の699百万円となり、四半期純利益は前

年同期比387.1％増の383百万円となりました。 

  

 セグメントの業績の概況は、次のとおりであります。 

 ［日本］ 

金属加工油剤の事業環境は、自動車業界におけるエコカー減税、新型ハイブリッド車の積極的な投

入により、国内生産は2009年11月から前年比でプラスに転じるなど、回復傾向を示しています。ま

た、太陽電池用切断油剤関連の売上は、新規顧客との取引を開始したこともあり、前年同期を上回り

ました。 

 一方、ビルメンテナンス業界は、未だに底打ち感はなく、生き残りをかけ低価格化が更に進行して

おります。このような状況下、原価低減及び汎用樹脂ワックスのラインナップ強化、高付加価値製品

の拡販による利益改善に努めました。 

 その結果、売上高は3,789百万円となりました。セグメント利益は、原材料費の削減、原価低減等

に努めた結果、300百万円となりました。 
  

 ［南北アメリカ］ 

米国では、日系自動車メーカーの生産台数が前年同期比で約1.7倍に増加し、自動車関連分野の売

上も1.7倍になりました。更に、太陽電池用関連の売上も加わり前年同期を大きく上回りました。 

 一方、ブラジルにおいては、政府の自動車に対する工業製品税の減税措置が奏功し、自動車関連ユ

ーザーへの売上が好調でした。 

 その結果、売上高は798百万円となりました。セグメント利益は、継続的な経費削減及び原価低減

に努めたこと、また、ブラジルにおける受取利息を計上した結果、129百万円となりました。 
  

 ［中国］ 

金融危機の影響を受けた前年同期とは対照的に、当第１四半期は旺盛な内需に支えられ、主要顧客

である日系自動車メーカーへの販売は好調に推移しました。また、鉄鋼分野においては新製品の拡販

も奏功しました。 

 その結果、売上高は674百万円となりました。セグメント利益は、原材料費及び経費を削減した結

果、123百万円となりました。 
  

 ［東南アジア／インド］ 

東南アジア各国は、不況からの脱出を経て安定成長期へ移行しつつあります。特に、政府による二

輪車販売のてこ入れが奏功し、いち早く回復を見せたインドネシア市場は勢いを再び取り戻し、タ

イ、マレーシアも、各々の主力である自動車及び自動車部品、ハードディスク筐体の加工が順調に回

復を見せました。これらの旺盛な需要増を受けて、市場開拓途上のインドを除き各社とも売上は、ほ

ぼリーマンショック前の水準を取り戻しました。 

 その結果、売上高は389百万円となりました。セグメント利益は、生産効率の上昇等により45百万

円となりました。 
  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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当第１四半期連結会計期間末の資産は、28,278百万円となり、前連結会計年度末に比べ406百万円減少

しました。主な要因は、「受取手形及び売掛金」が148百万円増加、そして、エヌエス・ユシロ㈱の全株

式を売却したことにより「現金及び預金」が865百万円増加し、同時に「有形固定資産」が1,668百万円減

少したことによります。 

 負債は、9,201百万円となり、前連結会計年度末に比べ786百万円減少しました。主な要因は、「支払手

形及び買掛金」が469百万円増加したものの、エヌエス・ユシロ㈱の全株式を売却したことにより「長期

借入金」が480百万円、「短期借入金」が381百万円減少したことによります。 

 純資産は、19,076百万円となり、前連結会計年度末に比べ379百万円増加しました。主な要因は、「そ

の他有価証券評価差額金」が203百万円、「為替換算調整勘定」が367百万円変動したことによります。 

（キャッシュ・フロー状況の分析） 

 当第１四半期連結会計期間末における、現金及び現金同等物の残高は、6,758百万円となり、前連結会

計年度末に比べ865百万円増加しました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により218百万円の収入超過となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益887百万

円、仕入債務の増加509百万円、減価償却費125百万円等の収入がありましたが、売上債権の増加382百万

円、たな卸資産の増加287百万円、法人税等の支払304百万円等の支出によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により835百万円の収入超過となりました。これは主に、子会社株式の売却924百万円、有形固

定資産の売却68百万円等の収入がありましたが、有形固定資産の取得172百万円等の支出によるものであ

ります。   

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動により190百万円の支出超過となりました。これは主に、長期借入金の返済93百万円、配当金

の支払89百万円等の支出によるものであります。 

  

第１四半期連結累計期間における業績を踏まえ、業績予想の見直しを行った結果、平成22年５月14日付

当社「平成22年３月期 決算短信」にて発表しました平成23年３月期の連結業績予想を修正いたしまし

た。なお、当該予想に関する詳細は、平成22年８月５日に公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照ください。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間末の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

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

  

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度

末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
  

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

  

一部の経過勘定項目について、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。
  

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ついては、前連結会計年度決算において使用し

た将来の業績予測やタックス・プランニングを利用しております。 

 また、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められ

た場合については、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニング

に当該著しい変化の影響を加味したものを利用しております。 

  

当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する方法を採用しております。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

①簡便な会計処理

1）一般債権の貸倒見積高の算定方法

2）たな卸資産の評価方法

3）固定資産の減価償却費の算定方法

4）経過勘定項目の算定方法

5）繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

②四半期特有の会計処理

1）税金費用の計算
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当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月

10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平

成20年３月10日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 これによる、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

 また、この変更により、期首利益剰余金が155百万円減少しております。 

  

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、経常利益は０百万円、税金等調整前四半期純利益は９百万円減少しておりま

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13百万円であります。 
  

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12

月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準22号 平成20年12月26日）、「『研究開

発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関

する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計

基準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用

指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

  

1）「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸

表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第

１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 
  

2）前第１四半期連結会計期間において、営業外収益に区分掲記しておりました「受取保険金」（当

第１四半期連結会計期間０百万円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当第１四半期連結会計

期間において、営業外収益「その他」に含めて表示しております。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

③「企業結合に関する会計基準」等の適用

④表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係）
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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 6,387 5,522

受取手形及び売掛金 5,238 5,089

有価証券 390 390

商品及び製品 952 854

原材料及び貯蔵品 1,127 933

未収還付法人税等 － 11

繰延税金資産 230 226

その他 294 342

貸倒引当金 △55 △53

流動資産合計 14,566 13,317

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,887 3,369

機械装置及び運搬具（純額） 814 1,408

工具、器具及び備品（純額） 172 224

土地 3,959 4,488

リース資産（純額） 29 45

建設仮勘定 70 65

有形固定資産合計 7,933 9,601

無形固定資産 164 169

投資その他の資産   

投資有価証券 4,598 4,616

保険積立金 517 536

長期預金 200 200

繰延税金資産 107 36

その他 223 255

貸倒引当金 △33 △48

投資その他の資産合計 5,613 5,596

固定資産合計 13,711 15,367

資産合計 28,278 28,685
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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 3,388 2,918

短期借入金 958 1,339

1年内償還予定の社債 － 40

リース債務 6 10

未払金 421 553

未払消費税等 37 25

未払法人税等 462 370

賞与引当金 219 473

役員賞与引当金 7 20

その他 723 622

流動負債合計 6,225 6,374

固定負債   

長期借入金 1,525 2,005

リース債務 24 36

繰延税金負債 49 49

退職給付引当金 950 1,050

役員退職慰労引当金 158 212

訴訟損失引当金 75 75

長期預り保証金 159 158

負ののれん － 4

その他 33 20

固定負債合計 2,976 3,613

負債合計 9,201 9,988

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,249 4,249

資本剰余金 3,994 3,994

利益剰余金 15,112 14,974

自己株式 △2,579 △2,579

株主資本合計 20,777 20,639

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 77 280

為替換算調整勘定 △2,851 △3,218

評価・換算差額等合計 △2,773 △2,938

少数株主持分 1,073 995

純資産合計 19,076 18,697

負債純資産合計 28,278 28,685
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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 4,118 5,652

売上原価 2,869 3,754

売上総利益 1,248 1,897

販売費及び一般管理費 1,201 1,333

営業利益 46 564

営業外収益   

受取利息 27 30

受取配当金 16 16

受取保険金 30 －

持分法による投資利益 7 112

負ののれん償却額 1 －

その他 22 15

営業外収益合計 105 174

営業外費用   

支払利息 16 10

為替差損 11 16

その他 5 12

営業外費用合計 33 39

経常利益 119 699

特別利益   

固定資産売却益 40 37

関係会社株式売却益 － 162

貸倒引当金戻入額 1 －

その他 0 0

特別利益合計 42 199

特別損失   

固定資産除売却損 3 1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9

その他 2 0

特別損失合計 5 11

税金等調整前四半期純利益 155 887

法人税等 59 435

少数株主損益調整前四半期純利益 － 452

少数株主利益 17 69

四半期純利益 78 383
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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 155 887

減価償却費 209 125

負ののれん償却額 △1 －

関係会社株式売却損益（△は益） － △162

持分法による投資損益（△は益） △7 △112

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 1

賞与引当金の増減額（△は減少） △239 △220

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16 △12

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14 7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △32 △6

受取利息及び受取配当金 △43 △47

支払利息 16 10

売上債権の増減額（△は増加） 415 △382

たな卸資産の増減額（△は増加） 14 △287

仕入債務の増減額（△は減少） 145 509

その他 83 146

小計 719 458

利息及び配当金の受取額 63 77

利息の支払額 △17 △12

法人税等の支払額 △20 △304

営業活動によるキャッシュ・フロー 744 218

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 △120 △20

定期預金の払戻による収入 20 20

投資有価証券の取得による支出 △2 △2

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 924

有形固定資産の取得による支出 △80 △172

有形固定資産の売却による収入 58 68

その他 104 17

投資活動によるキャッシュ・フロー △19 835

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 300 11

長期借入金の返済による支出 △165 △93

配当金の支払額 △64 △89

自己株式の取得による支出 － △0

リース債務の返済による支出 △1 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー 68 △190

現金及び現金同等物に係る換算差額 150 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 944 865

現金及び現金同等物の期首残高 4,288 5,892

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,233 6,758
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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) １ 事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品等 

 
  

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)  区分は国別によっております。 

  

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 区分は国別によっております。 

２ その他の主な国 

韓国、台湾、インドネシア、メキシコ 

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

金属加工油剤 
関連事業 
(百万円)

ビルメンテナ
ンス関連事業
(百万円)

産業廃棄物
処理関連事業
(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

3,384 376 357 4,118 － 4,118

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

0 － 3 4 (4)  －

計 3,385 376 360 4,122 (4)  4,118

営業利益又は 
営業損失(△)

38 18 △10 46 0 46

(1) 金属加工油剤関連事業 ……切削油剤、研削油剤、塑性加工油剤、表面処理剤、アルミ離型剤、新

素材加工油剤、その他関連製品

(2) ビルメンテナンス関連事業 ……樹脂ワックス、洗剤、フロアメンテナンス用機器類、その他関連製

品・商品

(3) 産業廃棄物処理関連事業 ……産業廃棄物処理及び関連する役務サービス

【所在地別セグメント情報】

日本 

(百万円)

アメリカ 

(百万円)

中国 

(百万円)

ブラジル 

(百万円)

タイ 

(百万円)

マレーシア

（百万円）

インド 

(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
3,138 251 365 189 69 103 － 4,118 － 4,118

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
39 0 12 － － 1 － 54 (54) －

計 3,178 251 377 189 69 105 － 4,172 (54) 4,118

営業利益又は 
営業損失(△)

△23 △25 28 54 3 10 △3 43 3 46

【海外売上高】

アメリカ 中国 ブラジル タイ マレーシア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 212 365 189 69 46 177 1,061

Ⅱ 連結売上高(百万円) － － － － － － 4,118

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

5.2 8.9 4.6 1.7 1.1 4.3 25.8
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 （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。 

  

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、経営資源の配分の決定及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。 

 当社グループは、主に金属加工油剤を生産・販売しており、国内においては当社が、海外においては

各地域をそれぞれ独立した現地法人が担当しており、取扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案

し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されてお

り、「日本」、「南北アメリカ」、「中国」及び「東南アジア／インド」の４つを報告セグメントとし

ております。「日本」セグメントでのみ、金属加工油剤のほか、ビルメンテナンス製品を生産・販売し

ております。 

  

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） 

（単位：百万円）

 
（注）１ 各地域セグメントに属する国 

 
 ２ セグメント利益（経常利益）の調整額101百万円には、持分法投資損益112百万円、未実現利益の消去△11

百万円が含まれております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

２．報告セグメントごとの売上高及び利益または損失の金額に関する情報

報告セグメント
調整額 
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額日本

南北
アメリカ

中国
東南アジア
／インド

合計

売上高

 外部顧客への売上高 3,789 798 674 389 5,652 － 5,652

 セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

129 5 － － 134 (134)  －

計 3,919 804 674 389 5,787 (134)  5,652

セグメント利益 300 129 123 45 598 101  699

日       本 ： 日本

南 北 ア メ リ カ ： アメリカ、ブラジル

中       国 ： 中国

東南アジア／インド ： タイ、マレーシア、インド、インドネシア

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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