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平成 18 年５月 22 日 

各 位 

 

 上場会社名 協和発酵工業株式会社 

本店所在地 東京都千代田区大手町一丁目６番１号 

                           代表者名  代表取締役社長 松田 譲 

（コード番号 4151 東証第一部） 

                   問合せ先  コーポレートコミュニケーション部長 

久我 哲郎 

（TEL.03-3282-0009） 

 

 

決算発表資料の追加（注記事項） 

「退職給付関係、税効果会計関係」 

 

 

 平成 18 年４月 28 日付で発表いたしました「平成 18 年３月期決算短信（連結）」及び「平成 18

年３月期個別財務諸表の概要」の添付資料について、下記の注記事項を追加いたしました。 

 

記 

 

Ⅰ．「平成 18 年３月期決算短信（連結）」 

   退職給付関係 

   税効果会計関係 

 

Ⅱ．「平成 18 年３月期個別財務諸表の概要」 

   税効果会計関係 
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Ⅰ．「平成 18 年３月期決算短信（連結）」 

 

（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社及び国内連結会社は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度（キャッシュバランスプラン）、

厚生年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。 

 なお、厚生年金基金の代行部分について、平成 16 年４月１日に厚生労働大臣から過去分返上の認可を受 

けており、同日付けで企業年金基金制度（キャッシュバランスプラン）に移行しております。 

当連結会計年度末現在、当社及び連結子会社全体で 15 社（前連結会計年度末は 15 社）が退職一時金制 

   度を有しております。また、企業年金基金制度（キャッシュバランスプラン）は４社（前連結会計年度末 

は３社）が加入しており、厚生年金基金制度は、総合設立型の厚生年金基金に４社（前連結会計年度末は 

４社）が加入しており、適格退職年金制度は３社（前連結会計年度末は３社）が採用しております。 

 

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日現在)(百万円)

当連結会計年度 

(平成 18年３月 31日現在)(百万円)

イ．退職給付債務 

ロ．年金資産 

 △63,853 

 31,270 （注１）

 △61,679 

 38,156 （注１）

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） 

ニ．未認識数理計算上の差異 

ホ．未認識過去勤務債務 

 △32,583 

 7,016 

 △5,003 （注２）

 △23,522 

2,577 

 △3,572 

ヘ．退職給付引当金（ハ＋ニ＋ホ）  △30,570  △24,516 

 

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） 

注１． 総合設立型厚生年金基金の年金資産額 881 百

万円（自社の拠出に対応する金額が合理的に算

出できないため掛金拠出割合で計算）は含まれ

ておりません。 

２． 当社及び一部の国内連結会社は、平成 16 年４

月１日に厚生年金基金制度から企業年金基金

制度への移行及び退職一時金制度の改訂を行

ったことにより、過去勤務債務（債務の減額）

が発生しております。 

３．  一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、

簡便法を採用しております。 

注１． 総合設立型厚生年金基金の年金資産額 1,023

百万円（自社の拠出に対応する金額が合理的に

算出できないため掛金拠出割合で計算）は含ま

れておりません。 

２.  一部の子会社は、退職給付債務の算定にあた

り、簡便法を採用しております。 
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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） 

（百万円） 

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）

（百万円） 

イ．勤務費用 

ロ．利息費用 

ハ．期待運用収益 

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 

ホ．過去勤務債務の費用処理額 

ヘ．臨時に支払った割増退職金 

 2,649  （注） 

 1,583 

 △735 

 1,627 

 △1,430 

 － 

 2,595  （注） 

1,574 

△1,011 

1,456 

△1,431 

4,363 

ト．退職給付費用（イ+ロ+ハ+ニ+ホ+ヘ）  3,694              7,547 

 

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） 

注． 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用

は、「イ.勤務費用」に含めて記載しております。

注． 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用

は、「イ.勤務費用」に含めて記載しております。

 

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 

（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）

イ．退職給付見込額の期間配分方法 

ロ．割引率（％） 

ハ．期待運用収益率（％） 

ニ．数理計算上の差異の処理年数 

 

 

 

 

 

ホ．過去勤務債務の額の処理年数 

 

 

 

期間定額基準 

2.5 

2.8 

10 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。） 

５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

額法により費用処理しておりま

す。） 

同   左 

2.5 

3.3 

同   左 

 

 

 

 

 

同   左 
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（税効果会計関係） 

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．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 

（平成 17 年３月 31 日現在）

繰延税金資産 

 賞与引当金 1,485 百万円  

 未払事業税等 764 

 売上割戻等引当金 924 

 退職給付引当金超過額 11,585 

 役員退職慰労引当金 342 

 税務上の繰越欠損金 292 

 投資有価証券評価減額 308 

 税務上の前払費用 1,615 

 減価償却資産償却超過額 1,396 

 ゴルフ会員権評価減額 399 

 海外子会社の固定資産評価減額 921 

 固定資産処分費用引当金 532 

 その他       4,217      

繰延税金資産小計  24,786 

評価性引当額  △4,974 

繰延税金資産合計 19,812 

繰延税金負債 

 固定資産圧縮積立金  △1,919 

 その他有価証券評価差額金 △10,495 

 その他 △302 

繰延税金負債合計 △12,716 

繰延税金資産の純額 7,095 

注．当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連

  結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

  流動資産－繰延税金資産 6,867 百万円 

  固定資産－繰延税金資産 2,237 

  固定負債－繰延税金負債 △2,009 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別内訳 

平成 17 年３月 31 日

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が、法定実効税率の 100 分の５以下

であるため、注記を省略しております。 

なお、法定実効税率は、40.7%であり、税効果会計適

用後の法人税等の負担率は、39.8%であります。 

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 

（平成 18 年３月 31 日現在）

繰延税金資産 

 退職給付引当金 9,982 百万円  

 税務上の前払費用 1,840 

 賞与引当金 1,342     

 減価償却資産償却超過額 1,223 

 海外子会社の固定資産評価減額 955 

 その他       8,252      

繰延税金資産小計  23,597 

評価性引当額  △5,000 

繰延税金資産合計 18,597 

繰延税金負債 

 固定資産圧縮積立金  △2,187 

 その他有価証券評価差額金 △16,653 

 その他 △429 

繰延税金負債合計 △19,270 

繰延税金資産の純額 △673 

注．当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連

  結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

  流動資産－繰延税金資産 6,365 百万円 

  固定資産－繰延税金資産 343 

  固定負債－繰延税金負債 △7,382 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別内訳 

平成 18 年３月 31 日

法定実効税率 40.7％ 

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 5.8％ 

持分法による投資利益 △1.1％ 

回収可能性のない将来減算一時差異等 △5.2％ 

法人税税額控除 △3.5％ 

受取配当金等永久に益金に算入されない 

項目  

その他   △1.7％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.1％ 

 

 

 

△0.9％ 
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Ⅱ．「平成 18 年３月期個別財務諸表の概要」 

（税効果会計関係） 

第 82 期 

（自 平成 16 年４月１日 

     至 平成 17 年３月 31 日） 

第 83 期 

（自 平成 17 年４月１日 

     至 平成 18 年３月 31 日） 

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 

（平成 17 年３月 31 日現在）

繰延税金資産 

 賞与引当金 1,207 百万円 

 未払事業税等  483 

 売上割戻等引当金  905 

 退職給付引当金超過額  9,920 

 役員退職慰労引当金 278 

 投資有価証券評価減額 260 

 税務上の前払費用 1,605 

 関係会社株式評価減額 1,043 

減価償却資産償却超過額 1,320 

 ゴルフ会員権評価減額 292 

 固定資産処分費用引当金 532 

 会社分割により取得した関係 

 会社株式  

  その他 1,365 

繰延税金資産小計  19,801 

評価性引当額 △1,938 

繰延税金資産合計 17,863 

繰延税金負債 

 固定資産圧縮積立金 △1,916 

 その他有価証券評価差額金 △8,230 

 その他  △255 

繰延税金負債合計 △10,402 

繰延税金資産の純額 7,460 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別内訳 

平成 17 年３月 31 日

法定実効税率 40.7％ 

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 6.0％ 

受取配当金等永久に益金に算入されない 

項目  

法人税税額控除 △6.6％ 

回収可能性のない将来減算一時差異等 1.6％ 

会社分割により取得した株式に係る差異 △2.3％ 

その他 △0.3％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.2％ 

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 

（平成 18 年３月 31 日現在）

繰延税金資産 

 退職給付引当金 7,599 百万円 

 税務上の前払費用 1,823 

 会社分割により取得した関係 

 会社株式  

減価償却資産償却超過額 1,190 

 賞与引当金 1,078 

 関係会社株式評価減額 1,027 

 その他 3,284      

繰延税金資産小計  17,253 

評価性引当額 △2,748 

繰延税金資産合計 14,505 

繰延税金負債 

 固定資産圧縮積立金 △2,178 

 その他有価証券評価差額金 △11,132 

 その他  △383 

繰延税金負債合計 △13,693 

繰延税金資産の純額 811 

 

 

 

 

 

 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別内訳 

平成 18 年３月 31 日

法定実効税率 40.7％ 

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 7.6％ 

回収可能性のない将来減算一時差異等  5.4％ 

受取配当金等永久に益金に算入されない 

項目  

法人税税額控除 △4.3％ 

会社分割により取得した株式に係る差異 △4.5％ 

その他 △2.6％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.2％ 

 
以上 

584 

1,249 

△0.9％ 
△4.1％ 


