
（退職給付会計）
前連結会計年度 当連結会計年度

（自　平成16年４月１日 （自 平成17年４月１日
   至　平成17年３月31日）   至 平成18年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要
当社は確定拠出年金法の施行に伴い、平成17年
２月に企業年金制度の全部について確定拠出金
制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関
する会計処理」(企業会計基準適用指針第１号)
を適用しております。

当社は平成17年２月に企業年金制度の全部につ
いて確定拠出金制度へ移行しております。

２．退職給付費用 ２．退職給付費用
製造原価、店舗原価、販売費及び一般管理費 製造原価、店舗原価、販売費及び一般管理費

33,821千円 38,545千円

平成１８年６月８日

各    位 

会 社 名  株 式 会 社 ア ト ラ ス

代表者名  代表取締役社長 猪狩  茂

    （ＪＡＳＤＡＱ・コード７８６６）

   問合せ先   経営企画室 ＩＲ広報担当 

           マネジャー 井澤 文昭

   電    話  ０３－３２３５－１２９４ 

 

 

平成18年３月期決算短信（連結）および個別財務諸表の概要の一部追加について 
[決算発表資料の追加] 

 

 平成１８年５月１５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）」および「平成18年３月

期個別財務諸表の概要」の注記事項の記載内容について、一部追加がありますので、下記のとおりお知らせい

たします。 

 

 

記 

 

1.「平成18年３月期決算短信（連結）」 
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（税効果会計関係）

繰延税金資産 繰延税金資産

繰越欠損金 2,133,054千円 繰越欠損金 2,876,993千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 79,094千円 貸倒引当金損金算入限度超過額 44,035千円

賞与引当金損金算入限度超過額 38,411千円 賞与引当金損金算入限度超過額 60,380千円

返品調整引当金損金算入限度超過額 4千円 返品調整引当金損金算入限度超過額 －千円

役員退職慰労引当金超過額 39,941千円 役員退職慰労引当金超過額 39,892千円

たな卸資産評価損否認 96,616千円 たな卸資産評価損否認 217,723千円

投資有価証券評価損否認 560,353千円 投資有価証券評価損否認 381,291千円

会員権評価損否認 44,425千円 関係会社株式評価損否認 655,371千円

関係会社支援損否認 371,549千円 会員権評価損否認 21,581千円

一括償却資産 11,149千円 関係会社支援損否認 －千円

減価償却超過額 41,225千円 子会社清算損否認 125,454千円

その他 1,106千円 一括償却資産 17,936千円

繰延税金資産小計 3,416,932千円 減価償却超過額 14,512千円

評価性引当額 △3,402,468千円 その他 90,359千円

繰延税金資産合計 14,463千円 繰延税金資産小計 4,545,532千円

評価性引当額 △4,514,456千円

繰延税金資産合計 31,076千円

繰延税金負債 繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 323,287千円 その他有価証券評価差額金 188,486千円

子会社の留保利益 14,007千円 子会社の留保利益 －千円

繰延税金負債合計 337,294千円 繰延税金負債合計 188,486千円

繰延税金負債の純額 322,831千円 繰延税金負債の純額 157,410千円

当連結会計年度 当連結会計年度

(平成17年３月31日現在) (平成18年３月31日現在)

流動資産－繰延税金資産 －千円 流動資産－繰延税金資産 17,743千円

固定資産－繰延税金資産 －千円 固定資産－繰延税金資産 13,333千円

流動負債－繰延税金負債 －千円 流動負債－繰延税金負債 －千円

固定負債－繰延税金負債 322,831千円 固定負債－繰延税金負債 188,486千円

法定実効税率 40.7％

交際費の損金不算入額 134.4％

住民税均等割 231.2％

連結調整勘定の償却 46.9％

持分法による投資損失 834.1％

その他連結消去 △661.9％

その他 42.5％

評価性引当額 △321.0％

税効果会計適用後の負担率 346.8％

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

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）

繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

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内訳

　　税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
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（１株当たり情報）

１株当たり純資産額 1,029.80円 １株当たり純資産額 820.10円

１株当たり当期純損失金額 1.71円 １株当たり当期純損失金額 197.18円

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額

－円
潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額

－円

　（注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成16年４月１日 (自　平成17年４月１日

  至　平成17年３月31日)   至　平成18年３月31日)

当期純損失（千円） 23,977 2,764,062

普通株主に帰属しない金額（千
円）

－ －

普通株式に係る当期純損失（千
円）

23,977 2,764,062

期中平均株式数（株） 14,017,650 14,017,650

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきましては、潜在株式は
存在するものの１株当たり当期純損失のため、記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきましては、潜在株式は
存在するものの１株当たり当期純損失のため、記載しておりません。

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）
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2.「平成18年３月期個別財務諸表の概要」

（税効果会計関係）

繰延税金資産 繰延税金資産

繰越欠損金 1,554,519千円 繰越欠損金 2,026,168千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 79,094千円 貸倒引当金損金算入限度超過額 36,510千円

賞与引当金損金算入限度超過額 38,411千円 賞与引当金損金算入限度超過額 60,380千円

役員退職慰労引当金超過額 39,941千円 役員退職慰労引当金超過額 39,892千円

たな卸資産評価損否認 96,616千円 たな卸資産評価損否認 208,893千円

返品調整引当金損金算入限度超過額 4千円 返品調整引当金損金算入限度超過額 －千円

投資有価証券評価損否認 560,353千円 投資有価証券評価損否認 381,291千円

関係会社支援損否認 371,549千円 関係会社株式評価損否認 655,371千円

会員権評価損否認 44,425千円 関係会社支援損否認 －千円

一括償却資産 11,149千円 子会社清算損否認 125,454千円

その他 42,331千円 会員権評価損否認 21,581千円

繰延税金資産小計 2,838,397千円 一括償却資産 17,309千円

評価性引当金 2,837,941千円 その他 103,918千円

繰延税金資産合計 456千円 繰延税金資産小計 3,676,772千円

評価性引当金 3,676,772千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金負債 繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 323,287千円 その他有価証券評価差額金 188,486千円

繰延税金負債合計 323,287千円 繰延税金負債合計 188,486千円

繰延税金負債の純額 322,831千円 繰延税金負債の純額 188,486千円

法定実効税率 40.7％

交際費の損金不算入額 35.2％

住民税均等割額 60.2％

その他 11.2％

評価性引当額 △75.9％

税効果会計適用後の負担率 71.3％

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

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）

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 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

　　税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
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（１株当たり情報）

１株当たり純資産額 1,058.38円 １株当たり純資産額 823.10円

１株当たり当期純利益金額 0.77円 １株当たり当期純損失金額 　　216.23円

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額

－円
潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額

－円

　（注）　１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度 当事業年度

（自　平成16年４月１日 （自　平成17年４月１日

　　至　平成17年３月31日） 　　至　平成18年３月31日）

当期純利益又は当期純損失（△）
（千円）

10,742 △3,031,084

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期
純損失(△)（千円）

10,742 △3,031,084

期中平均株式数（株） 14,017,650 14,017,650

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきましては、希薄化効果
を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきましては、潜在株式は
存在するものの１株当たり当期純損失のため、記載しておりません。

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）
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