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（訂正）平成 18 年３月期決算短信（連結）の一部訂正について 
 

平成 18 年５月 10 日に開示いたしました「平成 18 年３月期決算短信（連結）」の一部に

訂正を要する箇所がありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所は下線にて表示しております。 

 
記 

 

１．決算短信（連結）１枚目 

 （訂正前） 

  ※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しで

あり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等に

より、上記予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料の９ページを参照して下さい。 

 

 （訂正後） 

  ※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しで

あり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等に

より、上記予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料の８ページを参照して下さい。 

 

２．決算短信（連結）８枚目 

 （訂正前） 

 かかる環境のなかで当社グループは、グループ総合力を活かした営業を展開し、新

商材や新規ビジネスの獲得などに努める一方、平成 18 年８月カメラ専門商社である

（株）樫村をグループ会社に加えるなど商材の充実・拡大にも努めてまいりました。 

 

 （訂正後） 

 かかる環境のなかで当社グループは、グループ総合力を活かした営業を展開し、新

商材や新規ビジネスの獲得などに努める一方、平成 17 年８月カメラ専門商社である

（株）樫村をグループ会社に加えるなど商材の充実・拡大にも努めてまいりました。 

 

 

 

jinji
ＦＡＳＦ



３．決算短信（連結）２８枚目 

 （訂正前） 
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） 

※１．一般管理費および売上原価に含まれる研究開発費

 506 百万円

※２．販売費と一般管理費の主要な費目およびその金額は

下記のとおりであります。 
貸倒引当金繰入額 303 百万円

従業員給与・賞与 6,244 百万円

退職給付費用 360 百万円

役員退職慰労引当金繰入額 62 百万円

 

※３．固定資産売却益の内訳 
機械装置及び運搬具 0 百万円

什器備品 3    

 計 3 百万円

 

※４．固定資産売却損の内訳 
建物及び構築物 2 百万円

機械装置及び運搬具 0 

什器備品 4    

 計 7 百万円

 

※５．固定資産除却損の内訳 
建物及び構築物 2 百万円

機械装置及び運搬具 2 

什器備品 7    

 計 13 百万円

※１．一般管理費および売上原価に含まれる研究開発費  
  706 百万円

※２．販売費と一般管理費の主要な費目およびその金額

は下記のとおりであります。 
従業員給与・賞与 7,548 百万円

退職給付費用 428 百万円

役員退職慰労引当金繰入額 78 百万円

 

 

※３．固定資産売却益の内訳 
建物及び構築物 229 百万円

土地 491    

 計 720 百万円

 

※４．                 
 

 

 

 

 

※５．固定資産除却損の内訳 
建物及び構築物 21 百万円

機械装置及び運搬具 0 

什器備品 12    

 計 34 百万円

 

 （訂正後） 
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） 

※１．一般管理費および売上原価に含まれる研究開発費

 506 百万円

※２．販売費と一般管理費の主要な費目およびその金額は

下記のとおりであります。 
貸倒引当金繰入額 303 百万円

従業員給与・賞与 6,244 百万円

退職給付費用 360 百万円

役員退職慰労引当金繰入額 62 百万円

 

※３．固定資産売却益の内訳 
機械装置及び運搬具 0 百万円

什器備品 3    

 計 3 百万円

 

※４．固定資産売却損の内訳 
建物及び構築物 2 百万円

機械装置及び運搬具 0 

什器備品 4    

 計 7 百万円

 

※５．固定資産除却損の内訳 
建物及び構築物 2 百万円

機械装置及び運搬具 2 

什器備品 7    

 計 13 百万円

※１．一般管理費および売上原価に含まれる研究開発費  
  706 百万円

※２．販売費と一般管理費の主要な費目およびその金額

は下記のとおりであります。 
従業員給与・賞与 7,548 百万円

退職給付費用 428 百万円

役員退職慰労引当金繰入額 78 百万円

事務費 2,183 百万円

 

※３．固定資産売却益の内訳 
建物及び構築物 229 百万円

土地 491    

 計 720 百万円

 

※４．                 
 

 

 

 

 

※５．固定資産除却損の内訳 
建物及び構築物 2 百万円

機械装置及び運搬具 2 

什器備品 7    

 計 13 百万円



 

４．決算短信（連結）３８枚目 

 （訂正前） 

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

との差異原因 
法定実効税率            40.69（％）

(調整) 

交際費等永久に損金に算入さ 

れない項目            2.97 

受取配当金等永久に益金に算 

入されない項目         △0.59 

住民税均等割           0.42 

外国税額控除          △0.95 

連結子会社の繰越欠損金     △2.71 

海外子会社の税率差異      △5.01 

連結子会社（清算手続中）に 

対する税効果認識に伴う負担   △1.73 

率減少 

その他              5.08 

税効果会計適用後の法人税等の 

負担率               38.17 

 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因 
法定実効税率            40.69（％）

(調整) 

交際費等永久に損金に算入さ 

れない項目            1.66 

受取配当金等永久に益金に算 

入されない項目         △0.75 

住民税均等割           0.34 

外国税額控除          △1.01 

連結子会社の繰越欠損金     △3.71 

海外子会社の税率差異      △4.09 

連結子会社（清算手続中）に 

対する税効果認識に伴う負担   △1.16 

率減少 

過年法人税等           1.64 

その他              2.29 

税効果会計適用後の法人税等の 

負担率               35.90 

 

 

 （訂正後） 

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

との差異原因 
法定実効税率            40.69（％）

(調整) 

交際費等永久に損金に算入さ 

れない項目            2.97 

受取配当金等永久に益金に算 

入されない項目         △0.59 

住民税均等割           0.42 

外国税額控除          △0.95 

連結子会社の繰越欠損金     △2.71 

海外子会社の税率差異      △5.01 

連結子会社（清算手続中）に 

対する税効果認識に伴う負担   △1.73 

率減少 

その他              5.08 

税効果会計適用後の法人税等の 

負担率               38.17 

 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因 
法定実効税率            40.69（％）

(調整) 

交際費等永久に損金に算入さ 

れない項目            1.65 

受取配当金等永久に益金に算 

入されない項目         △0.75 

住民税均等割           0.34 

外国税額控除          △1.01 

連結子会社の繰越欠損金     △3.71 

海外子会社の税率差異      △4.10 

連結子会社（清算手続中）に 

対する税効果認識に伴う負担   △1.16 

率減少 

過年法人税等           1.64 

その他              2.28 

税効果会計適用後の法人税等の 

負担率               35.87 

 

 



 

５．決算短信（連結）４０枚目 

（訂正前） 

役員および個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 

資本金又 

は出資金 

（百万円） 

職業 

議決権等の

所有（被所

有）割合

（％） 

役員の

兼任等

(人) 

事業上の

関係 

取引の内容 
取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高

(百万円）

役員 佐瀬  正俊 － － 
当社非常

勤監査役

(被所有）

直接 0.0
－

法律事務

に対する

顧問報酬

法律事務に対

する顧問報酬 
13 未払費用 1

 

（訂正後） 

役員および個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 

資本金又 

は出資金 

（百万円） 

職業 

議決権等の

所有（被所

有）割合

（％） 

役員の

兼任等

(人)

事業上の

関係 

取引の内容 
取引金額 

(百万円） 
科目 

期末残高

(百万円)

役員 佐瀬  正俊 － － 
当社非常

勤監査役

(被所有）

直接 0.0
－

法律事務

に対する

顧問報酬

法律事務に対

する顧問報酬 
15 未払費用 3

 

以   上 


