
平成 18 年 6月 1 日 

各 位     

株 式 会 社 マ ク ニ カ 

神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目６番地３                     

代 表 取 締 役 社 長               神 山 治 貴         

（コード番号：７６３１ 東証第一部） 

問い合わせ先  取締役総務担当  佐 野 繁 行      

TEL. 045-470-9870         （代表） 

 

（訂正）平成 18 年３月期決算短信（連結）の記述の訂正について 

 

平成 18 年５月８日に発表しました平成 18 年３月期決算短信（連結）の記述に誤りがありましたの

で、下記の通り訂正いたします。 

なお、訂正箇所は  を付して表示しております。 

 

記 

 

①15 ページ「④連結キャッシュ・フロー計算書」の表中における「Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・

フロー」の内容に関して 

 訂正前（誤） 

  
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) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 定期預金の預入による支出  △25,000 ― 25,000

 ２ 定期預金の払戻による収入  46,000 833,500 787,499

 ３ 貸付けによる支出  △150,500 △560,000 △409,500

 ４ 貸付金の回収による収入  106,017 254,045 148,027

 ５ 投資有価証券の取得による支出  △1,149,070 △333,771 815,298

 ６ 投資有価証券の売却による収入  23,394 480,209 456,815

 ７ 有形固定資産の取得による支出  △311,987 △522,049 △210,062

 ８ 有形固定資産の売却による収入  161,931 77,835 △84,096

 ９ 無形固定資産の取得による支出  △146,096 △199,455 △53,359

 10 連結範囲の変更を伴う子会社株式 

   の取得による収入 
※２ 903,908 ― △903,908

 11 その他  △171,590 △50,821 120,769

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △712,993 △20,508 692,484

 



訂正後（正） 

  
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) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 １ 定期預金の預入による支出  △25,000 ― 25,000

 ２ 定期預金の払戻による収入  46,000 833,500 787,499

 ３ 貸付けによる支出  △150,500 △560,000 △409,500

 ４ 貸付金の回収による収入  106,017 254,045 148,027

 ５ 投資有価証券の取得による支出  △1,149,070 △333,771 815,298

 ６ 投資有価証券の売却による収入  23,394 468,123 444,728

 ７ 有形固定資産の取得による支出  △311,987 △522,049 △210,062

 ８ 有形固定資産の売却による収入  161,931 77,835 △84,096

 ９ 無形固定資産の取得による支出  △146,096 △199,455 △53,359

 10 連結範囲の変更を伴う子会社株式 

   の取得による収入 
※２ 903,908 ― △903,908

 11 その他  △171,590 △38,735 132,855

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △712,993 △20,508 692,484

 

②33 ページ「（税効果会計関係）」の表中における「当連結会計年度末（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」の内容に関して 

 

訂正前（誤） 

(税効果会計関係) 

 
前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度末 
(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 

繰延税金資産 

 退職給付引当金繰入限度超過額 444,303千円

 賞与引当金繰入限度超過額 234,066千円

 商品評価損 198,401千円

 繰越欠損金 166,897千円

 役員退職慰労引当金 132,811千円

 投資事業組合損失取込否認額 108,275千円

 未払事業税 102,016千円

 前渡金評価損 44,623千円

 ゴルフ会員権評価損 31,707千円

 その他 112,459千円

繰延税金資産小計 1,575,563千円

 評価性引当額 △273,993千円

繰延税金資産合計 1,301,570千円

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 

 退職給付引当金繰入限度超過額 518,794千円

 賞与引当金繰入限度超過額 349,194千円

 繰越欠損金 332,742千円

 商品評価損 191,168千円

 未払事業税 142,119千円

 役員退職慰労引当金 139,598千円

 投資事業組合損失取込否認額 128,526千円

 仕入値引割戻取消額 83,476千円

 減価償却資産償却限度超過額 53,472千円

  賞与引当金社会保険料 45,211千円

  棚卸資産未実現利益 44,240千円

  その他 162,278千円

繰延税金資産小計 2,190,825千円



繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 △164,308千円

 特別償却準備金 △11,035千円

 その他 △8,094千円

繰延税金負債合計 △183,437千円

繰延税金資産の純額 1,118,132千円

  

 評価性引当額 △626,939千円

繰延税金資産合計 1,563,885千円

繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 75,570千円

 特別償却準備金 7,213千円

 その他 1,045千円

繰延税金負債合計 83,829千円

繰延税金資産の純額 1,480,055千円

  

  

訂正後（正） 

(税効果会計関係) 

 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度末 
(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 

繰延税金資産 

 退職給付引当金繰入限度超過額 444,303千円

 賞与引当金繰入限度超過額 234,066千円

 商品評価損 198,401千円

 繰越欠損金 166,897千円

 役員退職慰労引当金 132,811千円

 投資事業組合損失取込否認額 108,275千円

 未払事業税 102,016千円

 前渡金評価損 44,623千円

 ゴルフ会員権評価損 31,707千円

 その他 112,459千円

繰延税金資産小計 1,575,563千円

 評価性引当額 △273,993千円

繰延税金資産合計 1,301,570千円

繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 △164,308千円

 特別償却準備金 △11,035千円

 その他 △8,094千円

繰延税金負債合計 △183,437千円

繰延税金資産の純額 1,118,132千円

  

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 

 退職給付引当金繰入限度超過額 518,794千円

 賞与引当金繰入限度超過額 349,194千円

 繰越欠損金 315,313千円

 商品評価損 191,168千円

 未払事業税 142,119千円

 役員退職慰労引当金 139,598千円

 投資事業組合損失取込否認額 128,526千円

 仕入値引割戻取消額 83,476千円

 減価償却資産償却限度超過額 53,472千円

  賞与引当金社会保険料 45,211千円

  棚卸資産未実現利益 44,240千円

  その他 162,278千円

繰延税金資産小計 2,173,396千円

 評価性引当額 △609,510千円

繰延税金資産合計 1,563,885千円

繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 △75,570千円

 特別償却準備金 △7,213千円

 その他 △1,045千円

繰延税金負債合計 △83,829千円

繰延税金資産の純額 1,480,055千円

  

 

以  上 


