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平成 18 年５月 24 日 

各   位 
                                                    会 社 名   鉱 研 工 業 株 式 会 社 
                                                 代 表 者 代表取締役社長  末永 幸紘 
                                                    （JASDAQ・コード６２９７） 

                            問合せ先 執行役員管理本部長 大谷 幸彦 
                            (電話番号  ０３－３３６６－３１１１) 

 

平成 18 年３月期決算短信（連結）の一部追加について 
 
平成 18 年 5 月 23 日付けで発表いたしました｢平成 18 年３月期決算短信（連結）｣の記載内容につい

て、下記のとおり一部追加いたします｡ 
 

記 

追加記載の内容 

「関連当事者との取引」、「税効果会計関係」及び「退職給付関係」について追加いたします。 

 

 
１．関連当事者との取引 
 
  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） 
  該当事項は、ありません。 
 

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） 
  該当事項は、ありません。 
 
２．税効果会計関係 

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．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） 

貸倒引当金損金算入限度超過額 223,416 千円 貸倒引当金損金算入限度超過額 231,167 千円 
たな卸資産評価損否認額 457,339  たな卸資産評価損否認額 595,223  
退職給付引当金損金算入限度超過額 347,035  退職給付引当金損金算入限度超過額 329,085  
ゴルフ会員権評価損否認額 54,077  役員退職慰労引当金損金不算入額 114,766  
繰越欠損金 478,457  減損損失損金不算入額 441,842  
その他 29,975  ゴルフ会員権評価損否認額 47,420  
繰延税金資産小計 1,590,302  繰越欠損金 799,403  
評価性引当額 △1,442,198  その他 47,181  
繰延税金資産合計 148,103  繰延税金資産小計 2,606,090  
   評価性引当額 △2,605,301  
   繰延税金資産合計 789  
      
（繰延税金負債）   （繰延税金負債）   
貸倒引当金調整額（債権債務の相殺） △2,071 千円 貸倒引当金調整額（債権債務の相殺） △805 千円 
その他有価証券評価差額金 △2,245  その他有価証券評価差額金 △3,183  
繰延税金負債合計 △4,316  繰延税金負債合計 △3,989  
繰延税金資産の純額 143,786  繰延税金負債の純額 △3,199  
      
うち、「流動資産」計上額 148,103  うち、「流動資産」計上額 789  
うち、「流動負債」計上額 △37  うち、「流動負債」計上額 △805  
うち、「固定負債」計上額 △4,279  うち、「固定負債」計上額 △3,183  
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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） 

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な項目別の内訳 
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な項目別の内訳 
  
   当連結会計年度については、税金等調整前当期純損失が

計上されているため、記載しておりません。 
  同左 

 
 
３．退職給付関係 

前連結会計年度  当連結会計年度 
１．採用している退職給付制度の概要 

（自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月31 日） 
 １．採用している退職給付制度の概要 

（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月31 日） 
  当社及び国内連結子会社は確定給付型の制度として厚

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、一部の国内連結子会社では中小企業退職共済

制度も設けております。また、従業員の退職等に際して、

退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の

対象とされない割増退職金を支払う場合があります。 

 
 
 
 
 
 

当社及び国内連結子会社は確定給付型の制度として厚生年金

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、

一部の国内連結子会社では中小企業退職共済制度も設けており

ます。また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠し

た数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を

支払う場合があります。 
   
２．退職給付債務に関する事項（平成 17 年３月 31 日）  ２．退職給付債務に関する事項（平成 18 年３月 31 日） 
 イ 退職給付債務 △862,349 千円   イ 退職給付債務 △796,763 千円 
 ロ 年金資産 73,693 千円   ロ 年金資産 57,480 千円 
 ハ 未積立退職給付債務（イ＋ロ） △788,656 千円   ハ 未積立退職給付債務（イ＋ロ） △739,283 千円 
 ニ 会計基準変更時差異の未処理額 ― 千円   ニ 未認識数理計算上の差異 △69,479 千円 
 ホ 未認識数理計算上の差異 △72,500 千円   ホ 未認識過去勤務債務 ― 千円 
 ヘ 未認識過去勤務債務 ― 千円   ヘ 連結貸借対照表計上額純額 △808,762 千円 
 ト 連結貸借対照表計上額純額 △861,157 千円     （ハ＋ニ＋ホ）  千円 
   （ハ＋ニ＋ホ＋ヘ）  千円  ト 前払年金費用 ― 千円 
チ 前払年金費用 ― 千円   チ 退職給付引当金（ヘ―ト） △808,762 千円 

 リ 退職給付引当金（ト―チ） △861,157 千円     
       
３．退職給付費用に関する事項 

（自 平成 16 年４月１日 至平成 17 年３月31 日） 
 ３．退職給付費用に関する事項 

（自 平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月31 日） 
 イ 勤務費用 46,792 千円   イ 勤務費用 41,302 千円 
 ロ 利息費用 12,390 千円   ロ 利息費用 11,932 千円 
 ハ 期待運用収益 △1,169 千円   ハ 期待運用収益 △1,031 千円 
 ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 137,919 千円   ニ 数理計算上の差異の費用処理額 △5,393 千円 
 ホ 数理計算上の差異の費用処理額 △4,993 千円   ホ 過去勤務債務の費用処理額 ― 千円 
 ヘ 過去勤務債務の費用処理額 ― 千円   ヘ 退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ） 46,809 千円 
ト 退職給付費用 
（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） 

190,939 千円     

 （注）会計基準変更時差異 689,596 千円は５年で均等償却

し、特別損失に計上しております。 
    

       
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

（平成 17 年３月 31 日） 
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

（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  ①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 
 ②割引率 1.4％  ②割引率 1.4％ 
 ③期待運用収益率 1.4％  ③期待運用収益率 1.4％ 
 ④数理計算上の差異の処理年数 12 年（従業員の平

均残存勤務年数以

内の一定年数によ

る定額法により、

翌連結会計年度か

ら費用処理するこ

ととしておりま

す。） 

 ④数理計算上の差異の処理年数 12 年（従業員の平

均残存勤務年数以

内の一定年数によ

る定額法により、

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会計基準変更時差異の処理年数 ５年 
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５．厚生年金基金の代行部分に関する事項 
（自 平成 16 年４月１日 至平成 17 年３月31 日） 

５．厚生年金基金の代行部分に関する事項 
（自 平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月31 日） 

   当社及び国内連結子会社の一部は調整年金を採用し、日

本産業機械工業会厚生年金基金に加盟しております。 
   平成 17 年３月 31 日現在の掛金拠出金割合に基づく年金

資産残高の合計額は、1,014,628 千円であります。 

   当社及び国内連結子会社の一部は調整年金を採用し、日

本産業機械工業会厚生年金基金に加盟しております。 
   平成 18 年３月 31 日現在の掛金拠出金割合に基づく年金

資産残高の合計額は、1,015,802 千円であります。 
 
 

以 上 


