
(財)　財務会計基準機構会員

平成18年 １月期　　　　　　　　　　　　個別財務諸表の概要                                平成18年３月16日

会   社   名       日本トイザらス株式会社 上場取引所　          ＪＱ

コード 番 号       本社所在都道府県  神奈川県

（URL　http://www.toysrus.co.jp/truj/ )
代 表 者 代表取締役会長兼社長

田﨑　學
問 い 合 わ せ 先 取締役財務本部長　    Ｔ Ｅ Ｌ　　（ 0 4 4 )　5 4 9 － 9 0 7 2

平野　達義
決算取締役会開催日　　　 中間配当制度の有無     　　有
定時株主総会開催日 単元株制度採用の有無　有（１単元 100株）

１.  平成18年 1月期の業績（平成17年 ２月 １日 ～ 平成18年 １月31日）
(1)　経営成績 （百万円未満切り捨て）

％ ％ ％
18年 1月期
17年 1月期

％ ％ ％
18年 1月期 87
17年 1月期 68

(注)　①　期中平均株式数    18年１月期 34,301,229株　　17年１月期 34,300,954株
     　②　会計処理の方法の変更　　 有
     　③　売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)　配当状況 （百万円未満切り捨て）

銭 銭 銭 ％ ％
18年 1月期 00
17年 1月期 00

(3)　財政状態 （百万円未満切り捨て）

％
18年 1月期
17年 1月期

(注) ①期末発行済株式数    18年１月期   34,301,954株　　17年1月期 34,300,954株
　　  ②期末自己株式数　　　 18年１月期       144,028株　　17年1月期      145,028株

２.  平成19年 １月期の業績予想（ 平成18年 ２月 １日  ～  平成19年 １月31日 ）

円 銭 円 銭 円 銭

中 間 期 00 00

通　 　期 10 00 10 00
（参考）　１株当たり予想当期純利益（通期）     20円  12銭 

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在

   における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。上記予想に関す

   る事項は、添付資料の13ページを参照して下さい。
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６．個別財務諸表等６．個別財務諸表等６．個別財務諸表等６．個別財務諸表等

　　(１)貸借対照表

注記
番号

構成比
（％）

構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ  流動資産

1. 現金及び預金 711,076 693,661

2. 売掛金 1,530,009 1,551,944

3. 商品 24,678,941 24,604,622

4. 貯蔵品 180,690 263,062

5. 前渡金 49,054 -

6. 前払費用 1,862,836 1,930,268

7. 繰延税金資産 763,877 993,678

8. 未収入金 1,130,590 1,080,100

9. 一年以内返還予定保証金 1,093,506 1,162,936

10. その他 61,557 8,559

貸倒引当金 △      449 △      296

32,061,691 30.4 32,288,536 30.8 226,845

Ⅱ  固定資産

1.  有形固定資産

(1) 建物 30,762,064 32,650,539

減価償却累計額 8,915,050 21,847,013 10,484,821 22,165,718

(2) 構築物 1,211,883 1,291,239

減価償却累計額 379,909 831,974 440,371 850,867

(3) 機械装置 2,012,118 2,042,675

減価償却累計額 520,204 1,491,914 640,241 1,402,434

(4) 車両運搬具 117,416 123,856

減価償却累計額 68,247 49,168 81,809 42,046

(5) 工具器具備品 15,551,276 16,136,237

減価償却累計額 5,881,545 9,669,730 6,387,740 9,748,496

(6) 建設仮勘定 149,126 191,455

34,038,926 32.3 34,401,019 32.8 362,093

2.  無形固定資産

(1) ソフトウェア 1,131,180 1,035,069

(2) 電話加入権 81,566 81,566

1,212,746 1.1 1,116,635 1.1 △   96,111

有形固定資産合計

無形固定資産合計

増減
（千円）

対前年比

流動資産合計

当事業年度

区　　　　分

(平成18年１月31日)

金額　（千円）

前事業年度

(平成17年１月31日)

金額 （千円）
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注記
番号

構成比
（％）

構成比
（％）

増減
（千円）

対前年比
当事業年度

区　　　　分

(平成18年１月31日)

金額　（千円）

前事業年度

(平成17年１月31日)

金額 （千円）

3.  投資その他の資産

(1) 投資有価証券 2,205 1,900

(2) 関係会社株式 550,000 -

(3) 関係会社長期貸付金 1,920,000 2,715,000

(4) 2,010,456 1,510,696

(5) 長期前払費用 5,019,777 4,627,308

(6) 繰延税金資産 507,096 409,461

(7) 敷金及び保証金 28,734,349 28,750,688

(8) その他 195,602 -

貸倒引当金 △  809,461 △  921,629

38,130,026 36.2 37,093,424 35.3 △1,036,601

73,381,699 69.6 72,611,080 69.2 △  770,619

105,443,391 100.0 104,899,617 100.0 △  543,774

破産・再生・更生債権等

資産合計

投資その他の資産合計

固定資産合計
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注記
番号

構成比
（％）

構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ  流動負債

1. 買掛金 24,816,709 24,912,749

2. 短期借入金 19,930,000 20,800,000

3. 880,000 880,000

4. 未払金 2,404,773 2,382,203

5. 未払費用 720,872 741,903

6. 未払法人税等 2,258,581 740,904

7. 未払消費税等 222,384 205,905

8. 預り金 337,560 651,861

9. 賞与引当金 347,635 196,553

10. 店舗閉鎖損失引当金 - 740,000

11. 設備関係未払金 319,314 513,535

12. その他 27,234 5,595

52,265,066 49.6 52,771,211 50.3 506,144

Ⅱ  固定負債

1. 長期借入金 16,520,000 17,140,000

2. 退職給付引当金 355,174 347,808

3. 役員退職慰労引当金 229,432 254,456

4. 預り保証金 250,680 272,238

5. その他 250,121 54,431

17,605,409 16.7 18,068,935 17.2 463,526

    69,870,475 66.3 70,840,146 67.5 969,670

（資本の部）

Ⅰ ※３ 6,034,099 5.7 6,034,099 5.8 -

Ⅱ

資本準備金 9,503,578 9,503,578

資本剰余金合計 9,503,578 9.0 9,503,578 9.0 -

Ⅲ

1. 利益準備金 12,973 12,973

2. 任意積立金

特別償却準備金 299,089 261,093

3. 当期未処分利益 19,984,836 18,507,761

利益剰余金合計 20,296,898 19.3 18,781,828 17.9 △1,515,070

Ⅳ 455 0.0 273 0.0 △      181

Ⅴ ※４ △  262,117 △ 0.3 △  260,310 △ 0.2 1,807

   35,572,915 33.7 34,059,470 32.5 △1,513,444

105,443,391 100.0 104,899,617 100.0 △  543,774

対前年比

増減
（千円）

一年以内返済予定長期借入金

流動負債合計

区　　　　分 金額 （千円）

当事業年度

(平成18年１月31日)

負債・資本合計

自己株式 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

その他有価証券評価差額金

資本合計

負債合計

固定負債合計

金額 （千円）

前事業年度

(平成17年１月31日)
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　　(２)損益計算書

注記
番号

百分比
（％）

百分比
（％）

Ⅰ

1． 商品売上高 180,578,778 178,384,335

2． 賃貸料収入 1,516,267 182,095,046 100.0 1,793,185 180,177,521 100.0 △1,917,524

Ⅱ

（1）商品売上原価

1. 商品期首たな卸高 23,207,455 24,678,941

2. 当期商品仕入高 127,006,538 124,646,226

合計 150,213,994 149,325,167

3. 他勘定振替高 ※１ 71,958 74,415

4. 商品期末たな卸高 24,678,941 24,604,622

商品売上原価 125,463,094 124,646,130

（2）賃貸原価 317,775 125,780,870 69.1 365,632 125,011,763 69.4 △  769,107

56,314,176 30.9 55,165,758 30.6 △1,148,417

Ⅲ

1. 運送費 989,525 929,440

2. 広告宣伝費 3,667,239 3,626,863

3. ロイヤリティ 4,817,046 4,787,439

4. 支払手数料 867,554 879,194

5. 役員報酬 144,205 106,929

6. 給与手当 10,284,849 10,650,403

7. 賞与 982,691 961,994

8. 賞与引当金繰入額 347,635 196,553

9. 退職給付費用 329,922 337,374

10.役員退職慰労引当金繰入額 47,855 25,023

11.福利厚生費 1,212,694 1,208,483

12.交際費 189,064 480,502

13.旅費交通費 183,320 220,436

14.通信費 203,883 200,328

15.水道光熱費 1,868,194 1,971,380

16.消耗品費 927,846 963,492

17.租税公課 539,590 722,366

18.減価償却費 3,297,712 3,477,295

19.賃借料 15,800,373 16,459,341

20.貸倒引当金繰入額 - 296

21.その他 2,905,039 49,606,245 27.2 3,090,529 51,295,671 28.5 1,689,425

6,707,930 3.7 3,870,087 2.1 △2,837,843

売上総利益

営業利益

売上高

対前年比

増減
（千円）

販売費及び一般管理費

区　　　　分

至 平成17年１月31 日

金額 （千円）

売上原価

至 平成18年１月31 日

金額 （千円）

前事業年度

自 平成16年２月 １ 日

当事業年度

自 平成17年２月 １ 日
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注記
番号

百分比
（％）

百分比
（％）

Ⅳ

1． 482,176 382,945

2． 仕入割引 1,843 607

3． 157,775 180,982

4． 106,059 120,329

5． 119,424 867,279 0.5 101,921 786,785 0.4 △   80,493

Ⅴ

1． 892,507 775,782

2． 88,892 81,915

3． 375,694 112,167

4． 為替差損 1,634 29,713

5． 95,640 111,571

6． 93,773 1,548,142 0.9 120,912 1,232,063 0.7 △  316,078

6,027,067 3.3 3,424,809 1.8 △2,602,258

Ⅵ特別利益

1． 過年度受取利息 - 23,822

2． 金利ｽﾜｯﾌﾟ中途解約清算益 - - 15,536 39,358 0.0 39,358

Ⅶ

1． 固定資産除却損 ※２ 68,026 152,738

2． 固定資産売却損 ※３ 1,099 33,927

3． 店舗閉鎖損失 ※４ 774,121 233,555

4． 店舗閉鎖損失引当金繰入額 - 740,000

5． 本社移転損失 ※５ 128,205 -

6． 災害損失 ※６ 147,913 17,779

7．
- 90,869

8． 長期借入金早期弁済清算金 - 1,504,904

9． 関係会社株式評価損 - 1,119,367 0.6 550,000 3,323,774 1.8 2,204,407

4,907,700 2.7 140,393 0.0 △4,767,306

2,407,179 748,172

△ 105,342 2,301,836 1.3 △  132,042 616,130 0.3 △1,685,706

2,605,864 1.4 △  475,736 △ 0.3 △3,081,600

前期繰越利益 17,378,972 18,983,803 1,604,830

自己株式処分差損 - 305 305

当期未処分利益 19,984,836 18,507,761 △1,477,075

当事業年度

自 平成17年２月 １ 日
至 平成18年１月31 日

金額 （千円）

賃貸費用

営業外収益

支払保証料

業務受託料

前事業年度

自 平成16年２月 １ 日

特別損失

その他

営業外費用

経常利益

貸倒引当金繰入額

支払利息

当期純利益又は当期純損失（△）

税引前当期純利益

対前年比

増減
（千円）

その他

区　　　　分

受取利息

至 平成17年１月31 日

金額 （千円）

賃貸料収入

新勤務時間管理方式の導入に
伴う損失

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額
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　　(３)利益処分案

Ｉ 19,984,836 18,507,761

Ⅱ

61,958 61,958 67,660 67,660

合　　計 20,046,795 18,575,422

Ⅲ

1． 1,029,028 1,029,058

2． 10,000 -

3．

特別償却準備金 23,963 1,062,991 23,243 1,052,302

Ⅳ次期繰越利益 18,983,803 17,523,120

任意積立金

区　　　　分

利益処分額

当期未処分利益

特別償却準備金取崩高

任意積立金取崩高

配当金

取締役賞与金

前事業年度 当事業年度

 平成18年１月期

金額 （千円）

平成17年１月期

金額 （千円）
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重要な会計方針

１．有価証券の評価基準及び (1) 子会社及び関連会社株式 (1) 子会社及び関連会社株式
　　評価方法 　　　移動平均法による原価法によっております。          同　　　左

(2) その他有価証券 (2) その他有価証券
　　　時価のあるもの 　　　時価のあるもの
　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は          同　　　左
　　　　全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平
　　　　均法により算定)によっております。

２．デリバティブの評価基準  デリバティブ  デリバティブ
　　及び評価方法 　　 時価法によっております。          同　　　左

３．たな卸資産の評価基準 (1) 商品 (1) 商品
　　及び評価方法 　　　移動平均法による原価法によっております。          同　　　左

(2) 貯蔵品 (2) 貯蔵品
　　　最終仕入原価法による原価法によっております。          同　　　左

４．固定資産の減価償却 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産
　　の方法 　　　残存価額を零とする当社の定めた見積耐用年数によ          同　　　左

　　　る定額法によっております。
　　　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。  
　　　　建物 　　　　　　  20年 　  
　　　　工具器具備品　 ５～15年
(2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産
　　　ソフトウェア(自社利用)については、社内における          同　　　左
　　　見込利用可能期間(５年)による定額法によっており
　　　ます。
(3) 長期前払費用 (3) 長期前払費用
　　　均等償却しております。          同　　　左

５．外貨建の資産及び負債の  外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨          同　　　左
　　本邦通貨への換算基準  に換算し、換算差額は損益として処理しております。

６．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金
　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に          同　　　左
　　　ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
　　　債権については個別に回収可能性を勘案し回収不能
　　　見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金
　　　従業員賞与の支給に備えるため、当期に対応する支          同　　　左
　　　給見込額を計上しております。

(3) 退職給付引当金 (3) 退職給付引当金
　　　従業員の退職給付に備えるため、当期末における退          同　　　左
　　　職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して
　　　おります。
　　　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における
　　　従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(12年)
　　　による定額法により、それぞれの発生の翌期より
　　　費用処理することとしております。

(4) 役員退職慰労引当金 (4) 役員退職慰労引当金
　　　役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づ          同　　　左
　　　く期末要支給額を計上しております。

(5) (5) 店舗閉鎖損失引当金
　　　当会計年度中に閉店もしくは翌期以降に閉店するこ
　　　とが確定した店舗について、今後発生が見込まれる
　　　店舗閉鎖損失に備えるため、当該見込額を計上して
　　　おります。

７．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以          同　　　左
 外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借
 取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

項　　　　　目 自 平成16年２月１日 自 平成17年２月１日
至 平成17年１月31日 至 平成18年１月31日

前事業年度 当事業年度
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項　　　　　目 自 平成16年２月１日 自 平成17年２月１日
至 平成17年１月31日 至 平成18年１月31日

前事業年度 当事業年度

８．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
　　　繰延ヘッジ処理によっております。          同　　　左
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象
　　ヘッジ手段          同　　　左

金利スワップ
　　ヘッジ対象

借入金
(3) ヘッジ方針 (3) ヘッジ方針
　　　金利の相場変動リスクの低減を目的として行なって          同　　　左
　　　おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法 (4) ヘッジ有効性評価の方法
　　　ヘッジ手段とヘッジ対象の負債に関する重要な条件          同　　　左
　　　が同一である場合には、ヘッジ開始時及びその後も
　　　継続して相場変動を完全に相殺するものと想定する
　　　ことができるため、ヘッジに高い有効性があると判
　　　断した取引については有効性の評価を省略しており
　　　ます。

９． その他財務諸表作成の  消費税等の会計処理　  消費税等の会計処理　
     ための基本となる重要 　 税抜方式によっております。　          同　　　左
　　 な事項
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（会計方針の変更）

（固定資産の減損に係る会計基準）
　固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の
設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び「固
定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会平成15
年10月31日 企業会計基準適用指針第６号)が平成16年３月31日に終了
する事業年度に係る財務諸表から適用できることになったことに伴い､
当事業年度から同会計基準及び同適用指針を適用しております。
　この変更に伴う財務諸表に与える影響はありません。

（追加情報）

　「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170,487千円増加し、営業利益、
経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ同額減少しております。

（表示方法の変更）

　前期まで流動資産の「その他」に含めて表示しておりました一年以
内返還予定保証金は、資産の総額の100分の１を超えることとなったた
め、「一年以内返還予定保証金」として区分掲記することに変更いた
しました。なお、前期における当該金額は、753,703千円であります。

至 平成17年１月31 日 至 平成18年１月31 日

前事業年度 当事業年度
自 平成16年２月 １ 日 自 平成17年２月 １ 日

自 平成16年２月 １ 日 自 平成17年２月 １ 日
至 平成17年１月31 日 至 平成18年１月31 日

前事業年度 当事業年度

当事業年度
自 平成17年２月 １ 日
至 平成18年１月31 日

前事業年度
自 平成16年２月 １ 日
至 平成17年１月31 日
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注　記　事　項
（貸借対照表関係）

　１．保証債務 　１．保証債務
ローンコミットメント ローンコミットメント
ケー・ケー・ファンディング・コーポレーション ケー・ケー・ファンディング・コーポレーション

3,351,785 千円 3,122,321 千円

　２．配当制限 　２．配当制限
商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を付したこ 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を付したこ

とにより増加した純資産額は455千円であります。 とにより増加した純資産額は273千円であります。

※３．授権株式数及び発行済株式総数 ※３．授権株式数及び発行済株式総数
授権株式数 株 授権株式数 株
発行済株式総数 株 発行済株式総数 株

※４．自己株式 ※４．
当社が保有する自己株式の数は、普通株式145,028株でありま 当社が保有する自己株式の数は、普通株式144,028株でありま

す。 す。

137,748,000
34,445,982

137,748,000
34,445,982普通株式　 

自己株式

普通株式　

当事業年度
（平成18年１月31日）

前事業年度
（平成17年１月31日）

普通株式　
普通株式　 
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（損益計算書関係）

※１．他勘定振替高は､商品を販売促進費に振り替えた額であります。※１．　　　同　　　左

※２．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※２．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
建物 4,358 千円 建物 13,417 千円

構築物 3,845 千円 構築物 13,616 千円
工具器具備品 59,822 千円 工具器具備品 122,905 千円
計 68,026 千円 機械装置 2,799 千円

計 152,738 千円

※３．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 ※３．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
工具器具備品 1,099 千円 工具器具備品 33,927 千円

※４．店舗閉鎖損失の内容は次のとおりであります。 ※４．店舗閉鎖損失の内容は次のとおりであります。
建物除却損 254,808 千円 建物除却損 138,100 千円

構築物除却損 11,041 千円 構築物除却損 2,198 千円

工具器具備品除却損 72,055 千円 工具器具備品除却損 22,432 千円

店舗撤去費用 76,309 千円 店舗撤去費用 17,041 千円

商品廃棄損 13,087 千円 商品廃棄損 7,449 千円

解約違約金 339,001 千円 解約違約金 30,000 千円

その他 7,816 千円 その他 16,331 千円

計 774,121 千円 計 233,555 千円

※５．本社移転損失の内訳は、次のとおりであります。 ※５．
建物除却損 50,120 千円

工具器具備品除却損 24,881 千円

固定資産除却費用 53,203 千円

計 128,205 千円

※６．災害損失は新潟県中越地震に伴い発生したもので、その内 ※６．災害損失は福岡県西方沖等の地震に伴い発生したもので、
　訳は次のとおりであります。 　その内訳は次のとおりであります。
原状回復費用等 81,197 千円 原状回復費用等 17,557 千円千円
商品廃棄損 66,716 千円 その他 222 千円千円
計 147,913 千円 計 17,779 千円

当事業年度
自 平成17年２月 １ 日
至 平成18年１月31 日

前事業年度
自 平成16年２月 １ 日
至 平成17年１月31 日
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（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（流動） 繰延税金資産（流動）

未払費用 　 102,659 千円 未払費用 　 131,986 千円

未払事業税 　 195,195 千円 未払事業税 　 84,417 千円

未払事業所税 　 62,165 千円 未払事業所税 　 66,477 千円

未払償却資産税 　 137,244 千円 未払償却資産税 　 135,263 千円

商品評価損 　 115,831 千円 商品評価損 　 153,071 千円

賞与引当金 　 140,583 千円 商品廃棄損 　 44,648 千円

その他 19,254 千円 賞与引当金 　 79,486 千円

繰延税金資産（流動）合計 772,934 千円 店舗閉鎖損失引当金 　 299,256 千円

　 その他 　 13,898 千円

繰延税金負債（流動） 　 繰延税金資産（流動）合計 　 1,008,506 千円

前払労働保険料 △ 9,056 千円

繰延税金負債（流動）合計 △ 9,056 千円 繰延税金負債（流動）

繰延税金資産（流動）の純額 763,877 千円 前払労働保険料 △ 11,917 千円

その他 △ 2,910 千円

繰延税金資産（固定） 繰延税金負債（流動）合計 △ 14,828 千円

貸倒引当金 　 296,892 千円 繰延税金資産（流動）の純額 　 993,678 千円

減価償却超過額 214,652 千円

退職給付引当金 143,632 千円 繰延税金資産（固定）

役員退職慰労引当金 92,782 千円 貸倒引当金 　 152,851 千円　　
その他 34,813 千円 減価償却超過額 　 241,980 千円　　

繰延税金資産（固定）合計 　 782,773 千円 退職給付引当金 　 140,653 千円　　
　 役員退職慰労引当金 　 102,902 千円

繰延税金負債（固定） 　 その他 　 4,437 千円

敷金及び保証金 △ 98,090 千円 繰延税金資産（固定）合計 　 642,824 千円　　
特別償却準備金 △ 177,277 千円　　
その他有価証券評価差額 △ 309 千円 繰延税金負債（固定）　　

繰延税金負債（固定）合計 △ 275,677 千円 敷金及び保証金 △ 86,057 千円　 　　 　
繰延税金資産（固定）の純額 　 507,096 千円 特別償却準備金 △ 147,118 千円　 　　 　
繰延税金資産の純額 　 1,270,974 千円 その他有価証券評価差額 △ 186 千円

繰延税金負債（固定）合計 △ 233,362 千円

繰延税金資産（固定）の純額 　 409,461 千円

繰延税金資産の純額 　 1,403,139 千円

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 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
の差異の主な項目別の内訳 の差異の主な項目別の内訳

法定実効税率 41.38 ％ 法定実効税率 40.44 ％
（調整） （調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.59 ％ 交際費等永久に損金に算入されない項目 140.65 ％

住民税均等割 4.99 ％ 住民税均等割 167.04 ％

情報通信機器等に係る法人税額の特別控除 △  1.63 ％ 情報通信機器等に係る法人税等の特別控除 △ 59.52 ％

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 0.36 ％ 更正取消による影響 △  6.62 ％

その他 0.21 ％ 関係会社株式評価損否認 158.43 ％

その他 △  1.56 ％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.90 ％ 税効果会計適用後の法人税等の負担率 438.86 ％

前事業年度 当事業年度
（平成17年１月31日） （平成18年１月31日）
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