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各  位             平成１８年６月９日 

 

 会 社 名 株式会社 神戸製鋼所 
 （URL http://www.kobelco.co.jp） 

 代表者名 代表取締役社長 犬伏 夫  

 （コード番号 5406 東証、大証、名証） 

 問合せ先 執行役員秘書広報部長 泉 博二 

 （TEL 03-5739-6010） 

 

 

平成１８年３月期 決算発表資料の追加及び訂正（注記事項） 

 

平成 18 年 4 月 27 日に発表いたしました「平成 18 年 3 月期決算短信（連結）」及び「平成

18 年 3 月期個別財務諸表の概要」に関する注記事項について、以下のとおり追加開示及び訂

正を行ないます。 

 

記 

 

 

１．平成 18 年 3 月期決算短信（連結）に関する注記事項の追加 

 

【関連当事者との取引】 

【税効果会計関係】 

【退職給付会計関係】 

 

２．平成 18 年 3 月期個別財務諸表の概要に関する注記事項の追加 

 

【税効果会計関係】 

 

３．平成 18 年 3 月期決算短信（連結）に関する注記事項の訂正 

 

【セグメント情報】 

 

以 上 
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１．平成 18 年 3 月期決算短信（連結）に関する注記事項の追加 

 

【関連当事者との取引】 

当連結会計年度（平成 17 年４月１日～平成 18 年３月 31 日) 

子会社等 

関係内容 

属性 会社名 住所 資本金
事業の 

内容 

議決権等の

所有割合 役員の

兼任等

事業上の

関係 

取引内容 
取引 

金額 
科目

期末 

残高 

 

関連 

会社 

 

神鋼商事

(株) 

 

大阪市 

中央区 

百万円 

5,650 

 

鉄鋼、非鉄

金属、機械

等の売買及

び輸出入 

 

直接 

13.34％

間接 

0.20％

(21.56％)

 

 

5人 

 

当社製品の

一部を販売

しておりま

す。 

 

営業取引

 

鉄鋼、非鉄

金属、機械

等の販売 

百万円 

197,701 

 

売掛金

百万円

18,730

 （注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針等 

      営業取引については、全ての取引につき、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しており

ます。 

    ２．神鋼商事(株)との営業取引の取引金額には、連結財務諸表の作成にあたって相殺消去した神鋼商事

(株)経由の連結子会社との取引は含んでおりません。 

    ３．消費税額は、科目の期末残高に含まれておりますが、取引金額には含まれておりません。 

    ４.（ ）内は、議決権行使に関し同意している者の所有割合で外数であります。 
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【税効果会計関係】 

 
前連結会計年度 当連結会計年度 

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   

   退職給付引当金 21,415 百万円  退職給付引当金 21,792 百万円

   未実現損益 21,059   未実現損益 21,278  

   株式評価損 10,990   株式評価損 6,425  

   繰越欠損金 8,433   土地再評価差額金 6,252  

   固定資産減損損失 5,805   固定資産減損損失 5,658  

   たな卸資産評価損 4,448   未払事業税 3,210  

   その他 35,687   繰越欠損金 2,426  

    繰延税金資産小計 107,840   環境対策引当金 2,246  

    評価性引当額 △12,591   その他 34,645  

     繰延税金資産合計 95,249    繰延税金資産小計 103,935  

  繰延税金負債     評価性引当額 △22,019  

   その他有価証券評価差額金 16,907     繰延税金資産合計 81,916  

   合併受入資産評価差額 11,700  繰延税金負債    

   租税特別措置法上の準備金等 8,146   その他有価証券評価差額金 45,106  

   その他 12,615   租税特別措置法上の準備金等 9,113  

    繰延税金負債合計 49,368   土地再評価差額金 6,027  

  繰延税金資産・負債の純額 45,880   その他 14,710  

      繰延税金負債合計 74,958  

    繰延税金資産・負債の純額 6,958  

       

２   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

  法定実効税率 40.6% 法定実効税率 40.6%

  （調整） （調整） 

   交際費等の損金不算入項目 2.6  交際費等の損金不算入項目 1.4

   その他 1.1  その他 0.8

  税効果会計適用後の 

法人税等の負担率 
44.3%

税効果会計適用後の 

法人税等の負担率 
42.8%
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【退職給付会計関係】 

前連結会計年度 当連結会計年度 

１．採用している退職給付制度の概要 
(1)当社及び連結子会社の退職給付制度 
当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、

適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。
また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合が
あります。 
一部の国内連結子会社においては確定拠出型の制度を

設けております。 
 

(2)制度別の補足説明 
①退職一時金制度 

１．採用している退職給付制度の概要 
(1)当社及び連結子会社の退職給付制度 

同左 
 
 
 
 
 
 

(2)制度別の補足説明 
①退職一時金制度 

 設定時期  設定時期 

当社及び連結子会社（68 社） 会社設立時等 当社及び連結子会社（71 社） 会社設立時等

（注）当社において退職給付信託を設定しております。 
 
②適格退職年金 

（注）当社において退職給付信託を設定しております。 
 
②適格退職年金 

  設定時期  設定時期 

 当社 平成 2年 当社 平成 2年 

 (株)神鋼環境ソリューション 平成 5年 (株)神鋼環境ソリューション 平成 5年 

 日本高周波鋼業(株) 平成 5年 日本高周波鋼業(株) 平成 5年 

 その他連結子会社（18 社） － その他連結子会社（18 社） － 

（注）当社及び一部の連結子会社において退職給付信託を

設定しております。 

（注）当社及び一部の連結子会社において退職給付信託を

設定しております。 

 

③確定拠出年金 ③確定拠出年金 

  設立時期  設立時期 

 コベルコ建機(株) 平成 16 年 コベルコ建機(株) 平成 16 年 

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項 
（単位：百万円） （単位：百万円）

 イ．退職給付債務 △211,157 イ．退職給付債務 △216,497

 ロ．年金資産 167,375 ロ．年金資産 216,424

 ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △43,782 ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △72

 ニ．会計基準変更時差異の未処理額 1,374 ニ．会計基準変更時差異の未処理額 833

 ホ．未認識数理計算上の差異 11,672 ホ．未認識数理計算上の差異 △31,244

 ヘ．連結貸借対照表計上純額 

（ハ＋ニ＋ホ） 
△30,735

ヘ．連結貸借対照表計上純額 

（ハ＋ニ＋ホ） 
△30,483

 ト．前払年金費用 18,407 ト．前払年金費用 22,497

 チ．退職給付引当金（ヘ－ト） △49,142 チ．退職給付引当金（ヘ－ト） △52,980

 （注）一部の連結子会社は、退職給付債務の算定に

当たり、簡便法を適用しております。 

（注）一部の連結子会社は、退職給付債務の算定

に当たり、簡便法を適用しております。 
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前連結会計年度 当連結会計年度 

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項 

（単位：百万円） （単位：百万円）

 イ．勤務費用 6,782 イ．勤務費用 6,463

 ロ．利息費用 4,992 ロ．利息費用 4,799

 ハ．期待運用収益 △3,030 ハ．期待運用収益 △2,262

 ニ．会計基準変更時差異の 
費用処理額 12,836

ニ．会計基準変更時差異の 
費用処理額 1,036

 ホ．数理計算上の差異の費用処理額 2,095 ホ．数理計算上の差異の費用処理額 1,733

 ヘ．過去勤務債務の処理額 △7,067 ヘ．退職給付費用 
（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ） 

11,770

 ト．退職給付費用 
（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） 

16,608  

 （注） 
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」に含んでおります。 

 
 

（注） 
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」に含んでおります。 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 イ．退職給付見込額の期間配分方法 同左 

 ロ．割引率 主として2.5% ロ．割引率 主として 2.0%

 ハ．期待運用収益率 主として2.9% ハ．期待運用収益率 主として 2.1%

 ニ．数理計算上の差異の処理年数 ニ．数理計算上の差異の処理年数 

 
 

主として発生時の従業員の平均残存勤務期間
（主に 12 年）による定額法により、それぞれ
発生の翌連結会計年度から費用処理すること
としております。 

 
同左 

 ホ．会計基準変更時差異の処理年数 主として 5年 ホ．会計基準変更時差異の処理年数 一部の連結子
会社において
15 年 

 ヘ．過去勤務債務の処理年数 4 年   
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２．平成 18 年 3 月期個別財務諸表の概要に関する注記事項の追加 

 

【税効果会計関係】 

前事業年度 当事業年度 

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   

 株式評価損 24,261 百万円 株式評価損 23,267 百万円 

 退職給付引当金 12,855  退職給付引当金 10,841  

 たな卸資産評価損 4,448  固定資産減損損失 2,065  

 固定資産減損損失 2,664  環境対策引当金 2,010  

 繰越欠損金 2,481  未払事業税 1,902  

 その他 25,556  その他 24,609  

 繰延税金資産小計 72,265  繰延税金資産小計 64,694  

 評価性引当額 △3,157  評価性引当額 △3,092  

 繰延税金資産合計 69,108  繰延税金資産合計 61,602  

 繰延税金負債   繰延税金負債   

 その他有価証券評価差額金 16,422  その他有価証券評価差額金 43,706  

 合併受入資産評価差額 11,700  その他 4,079  

 その他 4,201   繰延税金負債合計 47,785  

  繰延税金負債合計 32,323  繰延税金資産の純額 13,817  

 繰延税金資産の純額 36,784     

       

２． 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の主な項目別の内訳 

２． 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異の主な項目別の内訳 

      

    

    

    

 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税

等の負担率との間の差異が、法定実効税率の

100 分の 5 以下であるため記載を省略しており

ます。 
  

同左 

 

      

 

 

３．平成 18 年 3 月期決算短信（連結）に関する注記事項の訂正 

 

【セグメント情報】 

P25  「(1)事業の種類別セグメント情報」の(注)３． 

 

（訂正前） 当期 392,438 百万円 

（訂正後） 当期 279,695 百万円 

 

 

 

以 上 


