
平成 18 年 6 月 8 日 

各      位 

会 社 名 株式会社ＭｒＭａｘ 

代 表 者 名 代表取締役社長 平野 能章 

(コード番号 ８２０３ 東証第一部、福証) 

問 合 せ 先 取締役財務部長 中野 英一 

(ＴＥＬ ０９２‐６２３‐１１４１) 

 

（訂正・数値データ訂正あり） 

平成１８年３月期決算短信（連結）及び個別財務諸表の概要の一部訂正について 

 

平成１８年５月１７日に開示いたしました平成１８年３月期決算短信（連結）及び個別財務諸

表の概要の一部に訂正を要する箇所がありましたので、下記の通り訂正いたします。なお、訂正

箇所には  線を付してあります。 

（また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。） 

 

記 

訂正内容 

１．平成１８年３月期決算短信（連結） 28、29 ページ ⑤税効果会計 

【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） 

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  

役員退職慰労引当金   345,687 千円 役員退職慰労引当金   349,674 千円

退職給付引当金繰入限度超過額   143,478 〃 退職給付引当金繰入限度超過額   155,726 〃

賞与引当金繰入限度超過額   163,047 〃 賞与引当金繰入限度超過額   138,313 〃

繰越欠損金    94,373 〃 減損損失    94,460 〃

その他有価証券評価差額金    11,550 〃 繰越欠損金    74,553 〃

貸倒引当金    2,425 〃 貸倒引当金    2,052 〃

その他   140,524 〃 その他   138,494 〃

繰延税金資産小計   901,087 〃 繰延税金資産小計   953,275 〃

評価性引当額  △96,919 〃 評価性引当額 △165,125 〃

繰延税金資産合計   804,167 〃 繰延税金資産合計   788,149 〃

繰延税金負債  繰延税金負債  

固定資産圧縮記帳積立金  △43,595 〃 固定資産圧縮記帳積立金  △12,092 〃

その他  △59,864 〃 その他有価証券評価差額金 △107,427 〃

繰延税金負債合計 △103,460 〃 その他  △81,475 〃

繰延税金資産の純額   700,707 〃 繰延税金負債合計 △200,996 〃

  繰延税金資産の純額   587,153 〃

 

（注）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おります。 

流動資産―繰延税金資産          214,060 千円 

固定資産―繰延税金資産          486,647 〃 

 

(注) 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おります。 

流動資産―繰延税金資産           177,408 千円 

固定資産―繰延税金資産           409,744 〃 



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要な項目別の内訳  

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要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.4％ 法定実効税率 40.4％

（調整）    （調整） 

交際費等永久に損金に算入され 

ない項目 

0.9〃 交際費等永久に損金に算入され 

ない項目 

0.6〃

住民税均等割等 5.6〃 住民税均等割等 8.1〃

繰越欠損金 3.1〃 評価性引当額 11.0〃

IT 投資促進税制に係る税額控除 △3.4〃 IT 投資促進税制に係る税額控除等 △7.1〃

その他 △1.3〃 その他 △2.2〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.3〃 税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.8〃

  

 

【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） 

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  

役員退職慰労引当金   345,687 千円 役員退職慰労引当金   349,674 千円

退職給付引当金繰入限度超過額   143,478 〃 退職給付引当金繰入限度超過額   155,726 〃

賞与引当金繰入限度超過額   163,047 〃 賞与引当金繰入限度超過額   138,313 〃

繰越欠損金    94,373 〃 減損損失    94,460 〃

その他有価証券評価差額金    11,550 〃 繰越欠損金    74,553 〃

貸倒引当金    2,425 〃 貸倒引当金    2,052 〃

その他   140,524 〃 その他   138,594 〃

繰延税金資産小計   901,087 〃 繰延税金資産小計   953,375 〃

評価性引当額  △96,919 〃 評価性引当額 △165,125 〃

繰延税金資産合計   804,167 〃 繰延税金資産合計   788,249 〃

繰延税金負債  繰延税金負債  

固定資産圧縮記帳積立金  △43,595 〃 固定資産圧縮記帳積立金  △12,092 〃

その他  △59,864 〃 その他有価証券評価差額金 △107,427 〃

繰延税金負債合計 △103,460 〃 その他  △81,475 〃

繰延税金資産の純額   700,707 〃 繰延税金負債合計 △200,996 〃

  繰延税金資産の純額   587,252 〃

 

（注）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おります。 

流動資産―繰延税金資産          214,060 千円 

固定資産―繰延税金資産          486,647 〃 

 

(注) 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おります。 

流動資産―繰延税金資産           177,508 千円 

固定資産―繰延税金資産           409,744 〃 

 

 

 

 

 

 



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要な項目別の内訳  

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要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.4％ 法定実効税率 40.4％

（調整）    （調整） 

交際費等永久に損金に算入され 

ない項目 

0.9〃 交際費等永久に損金に算入され 

ない項目 

0.6〃

住民税均等割等 5.6〃 住民税均等割等 8.1〃

繰越欠損金 3.1〃 評価性引当額 10.2〃

IT 投資促進税制に係る税額控除 △3.4〃 IT 投資促進税制に係る税額控除  △7.1〃

その他 △1.3〃 その他 △2.2〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.3〃 税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.0〃

  

 

 

２．平成１８年３月期個別財務諸表の概要 33 ページ （２）配当状況 

 【訂正前】 

1株当たり年間配当金 配当金総額 配当性向 株主資本配当率 

 中間 期末 （年間）   

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18 年３月期 10.00 5.00 5.00 367 128.0 1.3

17 年３月期 10.00 5.00 5.00 368 75.6 1.3

 

【訂正後】 

1株当たり年間配当金 配当金総額 配当性向 株主資本配当率 

 中間 期末 （年間）   

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18 年３月期 10.00 5.00 5.00 367 128.2 1.3

17 年３月期 10.00 5.00 5.00 368 75.6 1.3

 

以上 


