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（追加）『平成 17 年 12 月期 決算短信（連結）』等 

決算発表資料の一部追加について 
 

平成 18 年 2 月 7 日に開示しました「平成 17 年 12 月期 決算短信（連結）」並びに「平成 17

年 12 月期 個別財務諸表の概要」につき、添付別紙のとおり追加注記事項が確定しましたの

で、お知らせいたします。 

 

記 

 

追加事項 

Ⅰ．平成 17 年 12 月期 決算短信（連結） 

１．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

及びその施策の実施状況 

２．退職給付関係 

３．税効果会計関係 

Ⅱ．平成 17 年 12 月期 個別財務諸表の概要 

１．税効果会計関係 

頁 

 

１ 

 

６ 

７ 

 

８ 

 

以上 
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１．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、コーポレート・ガバナンスを、長期的な企業価値の最大化のために経営体制を規律

していくことと認識し、意思決定の迅速化や業務執行の妥当性、効率性を担保する実効性と透

明性のある監督機構の整備、企業価値を大きく損うリスクを最小化するための内部統制機構の

構築を進めています。経営統治機構につきましては、当社がこれまで実施してまいりました諸

改革（執行役員制の導入、役員人事委員会の設置など）が実効性を高めておりますので、引き

続き監査役設置会社方式を継続すべきであると考えております。なお、当社といたしましては、

今後とも監督機能の充実などのガバナンス強化に取り組んでまいります。 

 

 

(2) 経営の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他の体制の状況 

当社は経営管理組織として、経営方針等の重要事項に関する意思決定及び業務執行の監督機

関として「取締役会」、業務執行機関として「代表取締役」、監査機関として「監査役(会)」を

設置しています。また、グループ全体の経営戦略や中長期の経営方針等を審議する機関として

「経営会議」を設置するとともに、迅速な業務執行をはかることを目的として「執行役員制」

を導入しています。現在、取締役 11 名(うち社外取締役 1 名)、監査役４名（うち社外監査役

２名）、執行役員 12 名でありますが、第 71 期定時株主総会（平成 18 年３月 28 日開催予定）

後は、取締役 12 名(うち社外取締役 1 名)、監査役４名（うち社外監査役２名）、執行役員 14

名の体制となる予定です。 

 

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制の模式図は次のとおりです。 

Ⅰ．平成 17 年 12 月期 決算短信（連結）の追加事項 
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(3) 役員人事委員会について 

当社は、役員候補者の選任や報酬決定における透明性や妥当性を高めるため、平成 13 年８

月に取締役会の諮問機関として「役員人事委員会」を設置しました。役員人事委員会は、外

部有識者２名（元上場企業社長、大学院教授）、社外取締役１名、役付取締役３名及び人事担

当取締役１名の合計７名で構成されております。同委員会では、役員候補者選抜のあり方及

び具体的な候補者案、役員報酬決定のプロセスや水準及び報酬額、経営統治機構の選択など

について審議し、取締役会に対して助言を行っております。役員人事委員会は当社が任意に

設置した委員会であり、最終的な決定権限は有していませんが、取締役会は役員人事委員会

の助言を踏まえ意思決定を行っています。 

 

 

(4) 役員報酬制度について 

当社は、役員人事委員会の審議に基づき、年功的要素の強い役員退職慰労金制度を廃止しま

した。また、取締役については、株主との価値の共有化や業績連動性を高めるため、株式取得

型報酬制度（※）の導入やグループ業績に連動した賞与へと見直しをはかってまいりました。

なお、第 70 期定時株主総会（平成 17 年３月 29 日開催）終結時までに対応する退職慰労金に

つきましては、各役員の退任時に開催される株主総会決議に基づき支払うこととしています。 

※ 株式取得型報酬制度 

取締役（社外取締役を除く）の報酬制度については、中長期の株主価値との連動性を高

めるため、自社株式の取得・保有に関するガイドラインを設け、毎月、一定額で自社の株

式を取得（役員持株会経由）し、これを在任期間中保有することとしています。この報酬

制度の導入に伴いストックオプションは廃止しました。 

 

 

(5) 監査役（監査役会） 

監査役は取締役会に出席するほか、取締役、従業員から報告を受け、重要な決裁書類の閲

覧、子会社の往査などの監査業務を行っております。常勤監査役は、経営会議、ＣＳＲ統合

会議等の重要な会議にも出席しております。また、会計監査人による監査の経過並びに監査

結果の報告を定期的に受けることにより、会計監査の相当性を判断しています。 

なお、監査役室を設け、社外監査役を含めた監査役の監査業務をサポートしています。 
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(6) ＣＳＲ活動と内部統制の充実に向けた取り組み 

平成 17 年１月にスタートした中期経営計画「ＮＥＸＴ50－PhaseⅡ」において、ＣＳＲの

マネジメント体制の強化を経営課題として掲げ、その推進母体としてＣＳＲ推進委員会（現

ＣＳＲ統合会議※）を設置しました。ＣＳＲ統合会議は、ヤマハ発動機グループのＣＳＲ活

動方針の検討・決定と活動レベルの向上及び積極的企業風土の醸成を使命とし、ＣＳＲ活動

の統合推進機能を担っています。具体的には幅広い社会貢献活動とともに、リスクマネジメ

ントとコンプライアンスを最重要課題として取り組むこととしており、危機管理委員会、コ

ンプライアンス委員会等の個別の委員会を指示・統括することにより、ＣＳＲ活動を推進し

ています。 

※ ＣＳＲ活動の推進体制を見直し、平成 17 年９月１日付けで個々に活動していた危機管理、

倫理（コンプライアンス委員会に名称変更）、製品保証、環境の各委員会をＣＳＲ推進委員

会下の委員会として再編し、ＣＳＲ推進委員会はＣＳＲ統合会議に名称を変更しました。ま

た、同日付けで情報開示委員会を、平成 18 年１月１日付けで雇用労働委員会をそれぞれ設

置しました。 

① リスクマネジメントについて 

危機管理委員会は会社の存続に大きな影響を与えるリスクに対して、他の個別委員会及び

主管部署と連携し、リスクの評価と未然防止から発生対応までの対策を講じていくとともに、

ＣＳＲ統合会議に全社のリスク管理方針を提案します。また、危機管理規程及び危機管理マ

ニュアルを制定しており、危機発生時には同規程に基づき取締役社長を本部長とする緊急対

策本部を設けることとしています。 

② コンプライアンスについて 

法令遵守、企業倫理の観点から、会社に対する社会の信頼を維持向上し、事業の円滑な運

営をはかることを目的に、コンプライアンス委員会をＣＳＲ統合会議の下に位置付けるとと

もに、行動基準たる倫理行動規範を定め、従業員に対する教育活動を展開しております。ま

た、会社の信頼・信用を損うような違法行為或いはその恐れがある場面に遭遇したときに、

従業員が経営トップに直接情報を提供できる「コンプライアンス・ホットライン」を設けて

います。 

③ 内部監査 

業務活動の適正性、効率性を監査する目的で、内部監査部門として取締役社長直轄のＣＳ

Ｒ監査ユニットを平成 17 年 1 月 1 日付けで設置しました。ＣＳＲ監査ユニットの監査結果

につきましては、取締役会及び取締役社長に報告しています。 

 

＊特記事項 

当社は平成18年１月23日、経済産業省より産業用無人ヘリコプター輸出に対する「外

国為替及び外国貿易法」違反の疑いで告発を受け、静岡県警察、福岡県警察、名古屋税

関より強制捜査を受けました。当社は、捜査への全面的な協力を行うとともに、社内にお

いても事実の解明に努めております。 
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(7) ＩＲ活動の充実 

当社は、株主や投資家の皆様に当社の経営活動について正確で適切な情報を迅速に提供し、

説明責任を果たすため、ＩＲ戦略チーム（構成員 16 名、うち専任２名）を設置し、国内外で

積極的なＩＲ活動を行っています。具体的な活動としては、四半期毎の決算説明会の開催、

海外投資家向けのロードショー、工場見学会、ＩＲホームページでの情報開示の強化、個別

取材対応等を行っています。 

 

 

(8) コーポレート・ガバナンスの充実に向けた主要な取り組みの実施状況（最近 1 年間） 

① 第 70 期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、株式取得型報酬制

度を導入しました。なお、第 70 期定時株主総会終結時までに対応する退職慰労金につきま

しては、各役員の退任時に開催される株主総会決議に基づき支払うこととしています。 

② 第 70 期定時株主総会の決議により、取締役の任期を 1 年に短縮しました。 

③ 役員人事委員会を２回開催（平成 17 年６月、平成 18 年１月）し、役員報酬制度の見直

しと次期役員体制等について審議しました。 

④ ＣＳＲ活動の推進体制を見直し、平成 17 年９月１日付けで個々に活動していた危機管理、

倫理（コンプライアンス委員会に名称変更）、製品保証、環境の各委員会をＣＳＲ統合会議

下の委員会として再編するとともに、同日付けで情報開示委員会を、平成 18 年１月１日付

けで雇用労働委員会をそれぞれ設置しました。 

 

 

(9) 会計監査の状況 

当社の会計監査人については新日本監査法人を選任しています。監査証明に係る業務を執行

した公認会計士の氏名は以下のとおりです。 

指定社員 業務執行社員  小島 秀雄 

指定社員 業務執行社員  古川 康信 

指定社員 業務執行社員  田宮 紳司 

指定社員 業務執行社員  滝口 隆弘 

同監査法人は、公認会計士法上の規制開始及び日本公認会計士協会の自主規制実施に先立ち、

自主的に業務執行社員の交代制度を導入しており、同監査法人において策定された交代計画に

基づき、上記のうち田宮紳司氏は当連結会計年度の監査証明に係る業務終了をもって交代する

予定となっています。 

なお、監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士８名、会計士補７名及びその他の補助者

11 名からなっています。 
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(10) 役員報酬及び監査法人に対する監査報酬について 

① 役員報酬 

当事業年度における当社の取締役及び監査役に支払った報酬、賞与及び退職慰労金の額

は以下のとおりです。 

取締役 監査役 
区分 

支給人員 支給額 支給人員 支給額 

定款又は株主総会決議

に基づく報酬 
14名 

312 百万円 

（うち社外取締役６百万円） 
５名 

51 百万円 

（うち社外監査役９百万円） 

利益処分による 

役員賞与 
10名 100 百万円 ４名 

10 百万円 

（うち社外監査役２百万円） 

株主総会決議に基づく

退職慰労金 
３名 297 百万円 １名 12 百万円 

(注) 使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額（73百万円）は含んでいません。 

 

② 監査法人に対する監査報酬 

監査契約に基づく監査証明に係る報酬      52 百万円 

上記以外の報酬       １百万円 

 

 

(11) 会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係 

社外取締役１名はヤマハ株式会社の取締役社長であり、社外監査役のうち１名は同社の常勤

監査役です。同社は当社株式の 22.7％（議決権比率）を保有しており、当社と製品・商品の

売買取引等があります。 



２．退職給付関係

１．採用している退職給付制度の概要

     当社及び一部の国内連結子会社は、キャッシュバランス型の企業年金基金制度及び退職一時金制度、一部の国内連結子会社

　　 は、確定給付型の制度として企業年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けています。

     また、一部の在外連結子会社は、確定給付型制度の他、確定拠出型制度を設けています。

　　 なお、当社及び一部の国内連結子会社のキャッシュバランス型の企業年金制度は、平成17年２月に、それまでの確定給付年金

　　 制度を改定して導入したものです。

2．退職給付債務に関する事項 （単位：百万円）

当連結会計年度 前連結会計年度

（平成17年12月31日） （平成16年12月31日）

(1) 退職給付債務 △141,806 △139,849

(2) 年金資産 102,133 86,302

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2) △39,672 △53,547

(4) 未認識数理計算上の差異 9,505 20,493

(5) 未認識過去勤務債務 △2,013 1,481

(6) 連結貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5) △32,179 △31,572

(7) 前払年金費用 27 16

(8) 退職給付引当金(6)－(7) △32,207 △31,589
（注）　一部の連結子会社は、退職給 （注）　　　　同左
　　　　付債務の算定にあたり、簡便法
　　　　を採用しています。

3.　退職給付費用に関する事項 （単位：百万円）

当連結会計年度 前連結会計年度

（自　平成17年1月1日 （自　平成16年4月1日

　　至　平成17年12月31日） 　　至　平成16年12月31日）

(1) 勤務費用 5,690 5,275

(2) 利息費用 3,066 2,288

(3) 期待運用収益 △2,279 △1,699

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 3,774 2,851

(5) 過去勤務債務の費用処理額 △129 149

(6) 退職給付費用(1)+(2)+(3)+(4)+(5) 10,122 8,865
（注）1　上記退職給付費用以外に、 （注）1　上記退職給付費用以外に、
　　　　　臨時に計上した割増金等 　　　　　臨時に計上した割増金等
　　　　　1,214百万円を営業外費用 　　　　　1,729百万円を営業外費用
　　　　　に計上しています。 　　　　　に計上しています。

　　　２　簡便法を採用している連結       ２ 　　　　同左
　　　　　子会社の退職給付費用は、
　　　　　（1）勤務費用に計上してい
　　　　　ます。

4.　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当連結会計年度 前連結会計年度

（自　平成17年1月1日 （自　平成16年4月1日

　　至　平成17年12月31日） 　　至　平成16年12月31日）

(1)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

(2)割引率 主として2.0％ 同左

(3)期待運用収益率 主として2.5％ 主として3.0％

(4)過去勤務債務の額の処理年数 主として10年（発生時の従業員の平 同左

均残存勤務期間内の一定の年数に

よる定額法）

(5)数理計算上の差異の処理年数 主として10年（発生時の従業員の平 同左

均残存勤務期間内の一定の年数に

よる定額法により、翌連結会計年度

から費用処理）
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　３．税効果会計関係

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産 繰延税金資産
未払金・未払費用 12,198 退職給付引当金 10,621
退職給付引当金 11,050 未払金・未払費用 8,489
減価償却超過額 8,567 減価償却超過額 8,080
製品保証引当金 7,991 製品保証引当金 6,505
たな卸資産評価損 3,408 賞与引当金 3,130
未実現利益 2,983 未実現利益 2,565
賞与引当金 2,756 たな卸資産評価損 2,393
貸倒引当金 954 貸倒引当金 1,733
有価証券評価損 884 固定資産減損損失 901
固定資産減損損失 351 有価証券減損額 728
その他 9,727 その他 8,829

繰延税金資産小計 60,875 繰延税金資産小計 53,978
評価性引当額 △ 3,631 評価性引当額・有価証券評価損・
繰延税金資産合計 57,244 固定資産減損損失

繰延税金資産合計 50,027
繰延税金負債

減価償却費 △ 6,028 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △ 3,917 減価償却費 △ 5,454
圧縮記帳積立金 △ 207 その他有価証券評価差額金 △ 1,647
特別償却準備金 △ 54 圧縮記帳積立金 △ 207
その他 △ 4,479 特別償却準備金 △ 70

繰延税金負債合計 △ 14,687 その他 △ 2,647
繰延税金負債合計 △ 10,026

繰延税金資産の純額 48,684
繰延税金負債の純額 △ 6,126 繰延税金資産の純額 45,779

繰延税金負債の純額 △ 5,778

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 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 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
主要な項目別の内訳 主要な項目別の内訳

（単位：％） （単位：％）

法定実効税率 39.7 法定実効税率 39.7
（調整） （調整）
持分法投資損益 △ 0.4 持分法投資損益 0.0
連結子会社当期純損失 2.3 連結子会社当期純損失 2.3
評価性引当額 △ 0.3 評価性引当額・有価証券評価損・
連結財務諸表提出会社における外国 固定資産減損損失
間接税等の税額控除 連結財務諸表提出会社における外国
一時差異でない申告調整等 △ 4.8 間接税等の税額控除

税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.0 一時差異でない申告調整等 △ 1.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.6

△ 8.9
△ 3.5

（単位：百万円）（単位：百万円）

△ 3,951

3.2

前連結会計年度当連結会計年度
（平成16年12月31日）（平成17年12月31日）

 7



Ⅱ．平成17年12月期 個別財務諸表の概要の追加事項

  １．税効果会計関係

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産 繰延税金資産
有価証券評価損 12,177 有価証券評価損 11,564
退職給付引当金 8,698 退職給付引当金 8,253
減価償却超過額 6,538 減価償却超過額 6,220
製品保証引当金 5,336 製品保証引当金 4,250
未払金・未払費用 1,881 未払金・未払費用 2,378
賞与引当金 1,711 賞与引当金 2,094
たな卸資産評価損 760 貸倒引当金 1,020
貸倒引当金 684 固定資産減損損失 822
固定資産減損損失 325 たな卸資産評価損 797
その他 3,201 その他 3,112

繰延税金資産小計 41,316 繰延税金資産小計 40,513
評価性引当額 △ 14,697 評価性引当額・有価証券評価損・
繰延税金資産合計 26,618 固定資産減損損失

繰延税金資産合計 25,969

繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △ 3,835 その他有価証券評価差額金 △ 1,592
有価証券評価損 △ 3,300 圧縮記帳積立金 △ 207
圧縮記帳積立金 △ 207 特別償却準備金 △ 70
特別償却準備金 △ 54 繰延税金負債合計 △ 1,869

繰延税金負債合計 △ 7,398
繰延税金資産の純額 24,100

繰延税金資産の純額 19,220

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 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 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
主要な項目別の内訳 主要な項目別の内訳

（単位：％） （単位：％）

法定実効税率 39.7 法定実効税率 39.7
（調整） （調整）
交際費等永久に損金算入されない項目 2.0 交際費等永久に損金算入されない項目 2.7
受取配当金等永久に益金算入されない項目 △ 1.7 受取配当金等永久に益金算入されない項目 △ 5.5
住民税均等割 0.2 住民税均等割 0.5
評価性引当額 1.9 評価性引当額・有価証券評価損・
外国間接税等の税額控除 △ 15.8 固定資産減損損失
その他 0.8 外国間接税等の税額控除 △ 86.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.1 その他 0.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率 △ 0.1

△ 14,543

48.8

当事業年度 前事業年度

（単位：百万円） （単位：百万円）

（平成16年12月31日）（平成17年12月31日）
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