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Ⅰ 連結財務諸表に関する注記事項

１） 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
制度がある。また、当社と一部の国内連結子会社はその一部を当連結会計年度において確定拠出型年金制度
に移行した。なお、従業員の退職等に際しては、臨時の割増退職金を支払う場合がある。
海外連結子会社の一部では、確定給付型の制度を設けている。

２. 退職給付債務に関する事項 （単位：百万円）
当連結会計年度 前連結会計年度

　 (平成18年3月31日現在) (平成17年3月31日現在)
イ． 退職給付債務 △ 1,239,004 △ 1,217,260
ロ． 年金資産 817,371 500,815
ハ． 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △   421,633 △   716,445
ニ． 会計基準変更時差異の未処理額 99,966 120,718
ホ． 未認識数理計算上の差異 120,920 154,689
ヘ． 未認識過去勤務債務(債務の減額)　（注）１ △    66,714 △    66,720
ト． 連結貸借対照表計上額純額（ハ+ニ+ホ+ヘ） △   267,461 △   507,758
チ． 前払年金費用 234 445
リ． 退職給付引当金（ト-チ） △   267,695 △   508,203

(注) １．提出会社において平成13年4月より厚生年金基金制度のプラスアルファ部分の新規の加算を中止したことにより過去勤務債務
(債務の減額)が発生している。

２．一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。

３． 退職給付費用に関する事項 （単位：百万円）
当連結会計年度 前連結会計年度

自平成17年4月1日　至平成18年3月31日 自平成16年4月1日　至平成17年3月31日
イ． 勤務費用　（注）２ 41,022 47,802
ロ． 利息費用 36,809 33,288
ハ． 期待運用収益 △ 29,581 △ 17,999
ニ． 会計基準変更時差異の費用処理額　 11,265 12,009
ホ． 数理計算上の差異の処理額 12,542 12,298
ヘ． 過去勤務債務の処理額　（注）３ △  5,967 △  5,431
ト． その他 2,476 179
チ． 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ＋ト） 68,566 82,146
リ． 厚生年金基金の代行部分返上に伴う損益 △ 772 △ 1,107
ヌ． 確定拠出年金制度への移行に伴う損益 3,570 -            

計 71,364 81,039
(注)

１．上記退職給付費用以外に割増退職金10,554百万円を費用処理している。
２．厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除している。
３．｢2.退職給付債務に関する事項｣(注)1.に記載の過去勤務債務に係る当期の処理額である。
４.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」に計上している。
５.総合型の厚生年金基金に係る年金資産を掛け金拠出割合で計算した額は38,054百万円である。

４． 退職給付債務の計算の基礎に関する事項
当連結会計年度 前連結会計年度

自平成17年4月1日　至平成18年3月31日 自平成16年4月1日　至平成17年3月31日

イ． 退職給付見込額の期間配分方法   期間定額基準   期間定額基準

ロ． 割引率 国内会社 2.1% ～ 2.3% 国内会社 2.3% ～ 2.5%
海外会社 2.5% ～ 6.0% 海外会社 2.5% ～ 9.5%

ハ． 期待運用収益率 国内会社 主に3.0%　 国内会社 主に3.0%　
海外会社 3.0% ～ 9.0% 海外会社 2.2% ～ 9.5%

ニ． 過去勤務債務の額の処理年数 主として9年～15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る。）
  

ホ． 数理計算上の差異の処理年数 主として9年～18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、
翌連結会計年度から費用処理することとしている。）
一部の海外連結子会社は数理計算上の差異について回廊アプローチを採用している。

  
ヘ． 会計基準変更時差異の処理年数   主として15年   同左
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２２２２））））税効果会計関係税効果会計関係税効果会計関係税効果会計関係

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

(単位：百万円)

当連結会計年度 前連結会計年度
(平成18年3月31日現在) (平成17年3月31日現在)

繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 20,343 24,660 
退職給付引当金 157,319 172,379 
製品保証引当金 67,461 38,047 
その他 454,878 379,543 
繰延税金資産  小計 700,001 614,629 

評価性引当額 △ 38,880 △ 36,369 
繰延税金資産  合計 661,121 578,260 

繰延税金負債
租税特別措置法上の諸積立金等 △ 440,939 △ 379,924 
投資差額（土地の評価差額） △ 81,634 △ 88,840 
その他有価証券評価差額金 △ 14,828 △ 5,971 
その他 △ 155,465 △ 128,577 

繰延税金負債  合計 △ 692,866 △ 603,312 

繰延税金資産の純額 △ 31,745 △ 25,052 

  (注) 前連結会計年度及び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
      に含まれている。

当連結会計年度 前連結会計年度
(平成18年3月31日現在) (平成17年3月31日現在)

流動資産－繰延税金資産 314,859 291,210 
固定資産－繰延税金資産 163,550 125,081 
流動負債－繰延税金負債 8,063 2,401 
固定負債－繰延税金負債 502,091 438,942 

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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
　　となった主要な項目別の内訳

(単位：％)

当連結会計年度 前連結会計年度
(平成18年3月31日現在) (平成17年3月31日現在)

提出会社の法定実効税率 40.6 40.6 
（調整）
在外連結子会社の税率差 △ 3.1 △ 2.7 
税額控除 △ 2.7 △ 1.5 
評価性引当額の見直しによる繰延税金資産の計上 △ 1.0 △ 1.9 
持分法による投資利益 △ 1.9 △ 1.9 
その他 △ 0.5 △ 0.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 31.4 32.5 

３３３３））））関連当事者関連当事者関連当事者関連当事者とのとのとのとの取引取引取引取引

記載すべき重要な取引はありません。
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ⅡⅡⅡⅡ．．．．個別財務諸表個別財務諸表個別財務諸表個別財務諸表

税効果会計税効果会計税効果会計税効果会計

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
（単位：百万円）

当事業年度 前事業年度
(平成18年3月31日現在） (平成17年3月31日現在）

繰延税金資産
退職給付引当金 85,616 93,645
製品保証引当金 33,715 28,425
その他 170,148 190,181
繰延税金資産　小計　　 289,480 312,252

評価性引当額 △ 39,993 △ 104,800
繰延税金資産　合計 249,487 207,452

繰延税金負債
租税特別措置法上の諸積立金等 △ 50,368 △ 54,213
その他有価証券評価差額金 △ 9,610 △ 3,587
その他 △ 4,785 -

繰延税金負債　合計 △ 64,764 △ 57,801

繰延税金資産の純額 184,722 149,650

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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
　となった主な項目別の内訳

　  　 （単位：％）

当事業年度 前事業年度
(平成18年3月31日現在） (平成17年3月31日現在）

法定実効税率 40.6 40.6

（調整）
税額控除 △ 4.5 △ 6.3
評価性引当額の見直しによる繰延税金資産の計上 △ 23.2 △ 4.0
その他 1.0 2.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 13.9 32.6

- 3 -


