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平成18年５月18日 

各  位 
 

会 社 名 三洋電機ロジスティクス株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長 山 瀬 英 夫 

(コード番号：９３７９) 

問 合 せ 先 取締役管理本部長 藤 村 茂 郎 

電 話 番 号 072－831－3441（代表） 

 

「平成18年３月期 決算短信（連結）」および「平成18年３月期 個別財務諸表の概要」への追

加・一部訂正について 

 

  平成18年４月27日に公表いたしました「平成18年３月期 決算短信（連結）」に下記の情報を

追加開示いたします。 

 また、「平成18年３月期 決算短信（連結）」および「平成18年３月期 個別財務諸表の概要」

の記載内容に一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は、＿＿

線を付して表示しております。 

 

記 

＜追加事項＞ 

１．追加開示の内容 

(1)「平成18年３月期 決算短信（連結）」34頁 退職給付関係の注記事項 

(2)「平成18年３月期 決算短信（連結）」36頁 「６．時価発行公募増資等に係る資金使途計

画及び資金充当実績」 

２．追加情報 

(1)退職給付関係 

（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度および退職一時金制度を設けており

ます。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。なお、連結子会

社は、退職給付制度を設けておりません。     

 当社は、確定給付企業年金法の施行に伴い、厚生年金基金の代行部分について、平成16年

２月１日に厚生労働大臣から過去分返上の認可を受け、平成16年３月24日に返還しており

ます。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

 前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

(1) 退職給付債務（千円） △ 4,419,074 △ 4,788,044 

(2) 年金資産（千円） 1,819,053 2,333,694 

(3) 未積立退職給付債務 (1)+(2) 
    （千円） 

△ 2,600,021 △ 2,454,350 

(4) 未認識数理計算上の差異（千円） 1,244,014 1,059,566 

(5) 未認識過去勤務債務（債務の減額） 
    （千円） 

297,937 266,368 

(6) 退職給付引当金 (3)+(4)+(5) 
    （千円） 

△ 1,058,069 △ 1,128,415 
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３．退職給付費用に関する事項 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1) 勤務費用（千円） 123,564 145,394 

(2) 利息費用（千円） 127,718 110,476 

(3) 期待運用収益（千円） △ 50,883 △ 45,476 

(4) 過去勤務債務の費用処理額 
  （千円） 

31,569 31,569 

(5) 数理計算上の差異の費用処理額  
  （千円） 

88,293 98,131 

(6) 従業員割増退職金（千円） 87,683 12,728 

(7) 退職給付費用 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)  
    +(6)（千円） 

407,945 352,824 

（注）厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３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 2.5％ 2.1％ 

(3) 期待運用収益率 3.0％ 2.5％ 

(4) 過去勤務債務の処理年数 
 
 

15年 
（発生時の従業員の平均残存勤務  
期間以内の一定の年数による定  
額法） 

15年 
（同  左） 

 
 

(5) 数理計算上の差異の処理年数 
 
 
 
 
 
 

15年 
（各連結会計年度の発生時におけ
る従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数による定額法に
より按分した額をそれぞれ発生
の翌連結会計年度から費用処理
することとしております。） 

11～15年 
（同  左） 

 
 
 
 
 

 

 

 

(2) 「６．時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績」 

６．時価発行公募増資等に係る資金使途計画及び資金充当実績 

平成17年10月５日に実施した時価発行公募増資及び平成17年11月８日に実施した第三

者割当増資（合計調達金額 1,813百万円)の資金使途計画及び資金充当実績の概略は、以下

のとおりであります。 

(1)資金使途計画 

全額を設備投資資金に充当する予定であります。 

(2)資金充当実績 

北海道流通センター建築および福岡流通センター土地取得等に充当しており、概ね計画

通り進行中であります。 
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＜訂正事項＞ 

訂正箇所 

１．「平成18年３月期 決算短信（連結）」 24頁 連結財務諸表作成のための基本となる重要
な事項 ３．会計処理基準に関する事項 

 [訂正前] 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(3）重要な引当金の計上基

準 

③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（15年）による定額法により費用処

理しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（15年）による定額法により、

それぞれ発生の翌連結会計年度から費

用処理することとしております。 

③退職給付引当金 

同  左 

 

[訂正後] 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(3）重要な引当金の計上基

準 

③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（15年）による定額法により費用処

理しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（15年）による定額法により、

それぞれ発生の翌連結会計年度から費

用処理することとしております。 

③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（15年）による定額法により費用処

理しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（11～15年）による定額法によ

り、それぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしております。 
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２．「平成18年3月期 個別財務諸表の概要」７頁 重要な会計方針 

[訂正前] 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

６．引当金の計上基準  (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。 

過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（15年）による定額法により費

用処理しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（15年）による定額法により、

それぞれ発生の翌期から費用処理す

ることとしております。 

 (3)退職給付引当金 

同  左 

 

[訂正後] 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

６．引当金の計上基準  (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。 

過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（15年）による定額法により費

用処理しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（15年）による定額法により、

それぞれ発生の翌期から費用処理す

ることとしております。 

 (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。 

過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（15年）による定額法により費

用処理しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（11～15年）による定額法に

より、それぞれ発生の翌期から費用処

理することとしております。 

 

 

 

以 上 


