
 1 

 
 

平成 18 年３月 14 日 
 

各    位 
会 社 名  株式会社ニッパンレンタル 
代表者名  取締役社長 石塚 一彦 
（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号４６６９） 
問合せ先  専務取締役 経営管理室長 

五十嵐 譲二 
（TEL．027－243－7711） 

 

「平成 17 年 12 月期 決算短信（非連結）」の一部訂正について 
 
 当社が平成 18 年２月 23 日に発表いたしました「平成 17 年 12 月期 決算短信（非連結）」の一部に訂正すべ
き箇所がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 
記 

 
訂正箇所 
12 ページ 「重要な会計方針」 
訂正前 

当 期 

(自 平成17年01月01日
至 平成17年12月31日) 

前 期 

(自 平成16年01月01日
至 平成16年12月31日) 

4．繰延資産の処理方法 
新株発行費 

支出寺に全額費用として処理しております。 

 

 
訂正後 

当 期 

(自 平成17年01月01日
至 平成17年12月31日) 

前 期 

(自 平成16年01月01日
至 平成16年12月31日) 

4．繰延資産の処理方法 
新株発行費 

支出時に全額費用として処理しております。 

 

 
13 ページ 「追加情報」 

訂正前 
当 期 

(自 平成17年01月01日
至 平成17年12月31日) 

前 期 

(自 平成16年01月01日
至 平成16年12月31日) 

(外形標準課税) 
「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律
９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月
１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が
導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税
における外形標準課税部分の損益計算書上の表示につ
いての実務上の取扱い」（平成16年２月13日 企業会
計基準委員会 実務対応報告第12号）に従い法人事業
税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一
般管理費に計上しております。 
この結果、販売費及び一般管理費が9,229千円増加し、
営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が同額減少
しております。 

 



 2 

訂正後 
当 期 

(自 平成17年01月01日
至 平成17年12月31日) 

前 期 

(自 平成16年01月01日
至 平成16年12月31日) 

(外形標準課税) 
「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律
第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４
月１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度
が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業
税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示に
ついての実務上の取扱い」（平成16年２月13日 企業
会計基準委員会 実務対応報告第12号）に従い法人事
業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び
一般管理費に計上しております。 
この結果、販売費及び一般管理費が9,229千円増加し、
営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が同額減少
しております。 

 

 
 
18 ページ 「リース取引関係」 

訂正前 
期別  

 
項目  

当 期 

(自 平成17年01月 1日
至 平成17年12月31日) 

前 期 

(自 平成16年01月 1日
至 平成16年12月31日) 

オペレーティン
グ・リース取引 

借主側 
 未経過リース料 

１ 年 内 121,829千円 
１ 年 超 100,715千円 
 計   222,544千円 

借主側 
 未経過リース料 

１ 年 内 134,202千円 
１ 年 超 173,443千円 
 計   307,645千円 

 
訂正後 

期別  
 
項目  

当 期 

(自 平成17年01月 1日
至 平成17年12月31日) 

前 期 

(自 平成16年01月 1日
至 平成16年12月31日) 

オペレーティン
グ・リース取引 

借主側 
 未経過リース料 

１ 年 内 120,607千円 
１ 年 超 100,418千円 
 計   221,026千円 

借主側 
 未経過リース料 

１ 年 内 134,202千円 
１ 年 超 173,443千円 
 計   307,645千円 

 
18～19 ページ 「有価証券関係」 
訂正前 

  (当期) (平成17年12月31日現在) 
2．時価評価されていない有価証券の内容 (単位：千円) 

 貸借対照表計上額 
その他有価証券 

非上場株式（店頭売買株式を除く） 
50,000 

 
  (前期) (平成16年12月31日現在) 
3．時価評価されていない有価証券の内容 (単位：千円) 
 貸借対照表計上額 

その他有価証券 
非上場株式（店頭売買株式を除く） 

50,000 
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訂正後 
  (当期) (平成17年12月31日現在) 
2．時価評価されていない有価証券の内容 (単位：千円) 

 貸借対照表計上額 
その他有価証券 

非上場株式 
50,000 

 
  (前期) (平成16年12月31日現在) 
3．時価評価されていない有価証券の内容 (単位：千円) 
 貸借対照表計上額 

その他有価証券 
非上場株式 

50,000 

 
20 ページ 「税効果会計関係」 

訂正前 

当 期 
(平成17年12月31日現在) 

前 期 
(平成16年12月31日現在) 

1．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 
繰延税金資産 (単位：千円) 

役員退職慰労引当金繰入額 119,321 
減損損失 75,209 
貸倒引当金繰入限度超過額 26,441 
未払レンタル料否認 19,434 
未払事業税否認 13,766 
減価償却費超過額 13,408 
会員権評価損 10,681 
賞与引当金繰入限度超過額 7,317 
その他     19,337     

繰延税金資産小計 304,919   
繰延税金負債 千円 

有価証券評価差額金等    △8,092 
繰延税金負債小計    △8,092 
繰延税金資産の純額 296,826   

評価性引当額   △91,908 
繰延税金資産合計    204,918 

1．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 
繰延税金資産 (単位：千円) 

役員退職慰労引当金繰入額 119,321 
減損損失 77,390 
貸倒引当金繰入限度超過額 24,533 
会員権評価損 10,310 
賞与引当金繰入限度超過額 6,173 
グラフィック事業整理損 6,049 
未払事業税否認 5,509 
投資有価証券評価損 2,990 
その他      2,983 

繰延税金資産小計 255,262 
繰延税金負債 千円 

有価証券評価差額金等    △2,473 
繰延税金負債小計    △2,473 
繰延税金資産の純額    252,789 

評価性引当額   △70,396 
繰延税金資産合計    182,393 



 4 

訂正後 

当 期 
(平成17年12月31日現在) 

前 期 
(平成16年12月31日現在) 

1．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 
繰延税金資産 (単位：千円) 

役員退職慰労引当金繰入額 119,321 
減損損失 75,209 
貸倒引当金繰入限度超過額 26,441 
未払レンタル料否認 19,434 
未払事業税否認 13,766 
減価償却費超過額 13,408 
会員権評価損 10,681 
賞与引当金繰入限度超過額 7,317 
その他     19,338     

繰延税金資産小計 304,919   
繰延税金負債 千円 

有価証券評価差額金等    △8,092 
繰延税金負債小計    △8,092 
繰延税金資産の純額 296,826   

評価性引当額   △91,908 
繰延税金資産合計    204,918 

1．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 
繰延税金資産 (単位：千円) 

役員退職慰労引当金繰入額 119,321 
減損損失 77,390 
貸倒引当金繰入限度超過額 24,533 
会員権評価損 10,310 
賞与引当金繰入限度超過額 6,173 
グラフィック事業整理損 6,049 
未払事業税否認 5,509 
投資有価証券評価損 2,990 
その他      2,983 

繰延税金資産小計 255,262 
繰延税金負債 千円 

有価証券評価差額金等    △2,473 
繰延税金負債小計    △2,473 
繰延税金資産の純額    252,789 

評価性引当額   △70,396 
繰延税金資産合計    182,393 

 
21ページ 「関連当事者との取引」 

訂正前 
  (当期) (自平成 17 年１月１日 至平成 17 年 12 月 31 日) 
   役員及び個人主要株主等 

関係内容 
属性 氏 名 住所 

資本金又
は出資金 

事業の内容
又は職業 

議決権等の所有
(被所有)割合 

役員の
兼任等 

事業上
の関係 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

役員 石塚幸司 － － 
当社代表取
締役会長 

(所有) 
直接 16.5％ 

－ － 金銭の貸付 30,000 － － 

  (注) 取引条件及び取引条件の決定方法等 
     厚生貸付金規程に準じて、貸付金額及び貸付利率を決定しております。 
 

訂正後 
  (当期) (自平成 17 年１月１日 至平成 17 年 12 月 31 日) 
   役員及び個人主要株主等 

関係内容 
属性 氏 名 住所 

資本金又
は出資金 

事業の内容
又は職業 

議決権等の所有
(被所有)割合 

役員の
兼任等 

事業上
の関係 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

役員 石塚幸司 － － 
当社代表取
締役会長 

(被所有) 
直接 16.5％ 

－ － 資金の貸付 30,000 － － 

  (注) 取引条件及び取引条件の決定方法等 
     厚生貸付金規程に準じて、貸付利率を決定しております。 
 

以上 


