
 

 

 

 

平成 18 年 6 月 9 日 

各  位 

会 社 名  東 芝 テ ッ ク 株 式 会 社 

代表社名 取締役社長 前田 義廣 

(コード番号 ６５８８ 東証第１部) 

問合せ先 総務部広報・広告担当部長 

            藤井 正勝 

(ＴＥＬ ０３－６４２２－７００７) 

 

 

決算発表資料の追加（注記事項） 

【退職給付関係、税効果会計関係、関連当事者との取引】 

 

 

平成 18 年 4 月 28 日付で発表いたしました「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」の添付資料について、下記の注記事項を追加いたし

ます。 

 

記 
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1.「平成 18 年 3 月期決算短信(連結)」 

 

（退職給付関係） 

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 採用している退職給付制度の概要 

提出会社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度と

して、退職一時金制度及び適格退職年金制度を設けて

いる。また、従業員の退職に際して割増退職金を支払

う場合がある。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同左 

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 

①退職給付債務 △63,218 百万円

②年金資産 23,344 

③未積立退職給付債務 △39,873 

④会計基準変更時差異の未処理額 ― 

⑤未認識数理計算上の差異 10,378 

⑥未認識過去勤務債務 1,561 

⑦退職給付引当金 △27,933 百万円 

①退職給付債務 △65,463 百万円

②年金資産 31,885 

③未積立退職給付債務 △33,578 

④未認識数理計算上の差異 5,053 

⑤未認識過去勤務債務 1,343 

⑥連結貸借対照表計上純額  △27,180 

⑦前払年金費用  127 

⑧退職給付引当金 △27,308 百万円 

(注)  一部の子会社は、退職給付債務の算定に当たり簡便

法を採用している。 

(注)  一部の子会社は、退職給付債務の算定に当たり簡便

法を採用している。 

３ 退職給付費用に関する事項 ３ 退職給付費用に関する事項 

①勤務費用 3,285 百万円

②利息費用 1,224 

③期待運用収益 △205 

④会計基準変更時差異の費用処理額 1,612 

⑤未認識数理計算上の差異の費用処理額 1,555 

⑥未認識過去勤務債務の費用処理額 218 

⑦退職給付費用 7,691 百万円 

①勤務費用 3,091 百万円

②利息費用 1,311 

③期待運用収益 △498 

④未認識数理計算上の差異の費用処理額 1,442 

⑤未認識過去勤務債務の費用処理額 218 

⑥退職給付費用 5,565 百万円 

(注)１ 上記退職給付費用以外に割増退職金 177 百万円を

支払っており、営業外費用として計上している。 

２ 簡便法を採用している子会社の退職給付費用は「勤

務費用」に計上している。 

(注)１ 上記退職給付費用以外に割増退職金 1,410 百万円を

支払っており、営業外費用及び特別損失として計上

している。 

２ 簡便法を採用している子会社の退職給付費用は「勤

務費用」に計上している。 

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 

①退職給付見込額の期間配分の方法 期間定額基準

②割引率 2.0～2.3％ 

③期待運用収益率 0.0～2.0％ 

④過去勤務債務の額の処理年数 10 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費用処理している。 

⑤数理計算上の差異の処理年数 10 年 

各連結会計年度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ

り、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理

している。 

⑥会計基準変更時差異の処理年数 ５年  

①退職給付見込額の期間配分の方法 期間定額基準

②割引率 主に 2.0％

③期待運用収益率 主に 2.0％

④過去勤務債務の額の処理年数 10 年 

同左 

⑤数理計算上の差異の処理年数 10 年 

同左 
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（税効果会計関係） 

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)   

退職給付引当金 11,014 百万円

無形固定資産 7,224 

賞与引当金 3,408 

未実現利益 1,988 

その他 5,781 

繰延税金資産小計 29,418 

評価性引当額 △727 

繰延税金資産合計 28,690 

(繰延税金負債)   

固定資産圧縮積立金 △490 

その他有価証券評価差額金 △410 

その他 △526 

繰延税金負債合計 △1,427 

繰延税金資産の純額 27,263 百万円 

(繰延税金資産)   

退職給付引当金 10,787 百万円

無形固定資産 7,369 

賞与引当金 3,482 

未実現利益 2,908 

その他 6,423 

繰延税金資産小計 30,972 

評価性引当額 △526 

繰延税金資産合計 30,445 

(繰延税金負債)   

固定資産圧縮積立金 △474 

その他有価証券評価差額金 △836 

その他 △275 

繰延税金負債合計 △1,586 

繰延税金資産の純額 28,858 百万円 

(注)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。 

(注)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。 

流動資産－繰延税金資産 8,607 百万円

固定資産－繰延税金資産 18,655  

流動資産－繰延税金資産 9,374 百万円

固定資産－繰延税金資産 19,484  

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

であるため注記を省略しております。 

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

担率との間の差異が法定実効税率の 100 分の５以下

であるため注記を省略しております。 
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（関連当事者との取引） 

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 兄弟会社等 

関係内容 

属性 会社等の名称 住所 
資本金 

(百万円) 
事業の内容又は職業 

議決権等の所有

(被所有)割合

(％) 役員の 

兼任等 
事業上の関係

東京都

港区 
100 

東芝グループの国内関連会社における 

資金調達・運用 
なし なし 

当社資金運用の

ための預け入れ

取引の内容 
取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高 

(百万円) 

親会社の 

子会社 

東芝キャピ 

タル㈱ 

資金の預け入れ 34,421  グループ預け金 34,421  

 （注） 取引金額は期末残高である。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1) 当社運用資金の預け入れについては、同社以外からも金利の提示をうけ、市場の実勢レート等を勘案し

て決定している。 
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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） 

前事業年度 

(平成 17 年３月 31 日) 

当事業年度 

(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)   

退職給付引当金 8,615 百万円

無形固定資産 7,160 

賞与引当金 2,031 

その他 4,443 

繰延税金資産小計 22,251 

評価性引当額 △574 

繰延税金資産合計 21,677 

(繰延税金負債)   

固定資産圧縮積立金 △490 

その他有価証券評価差額金 △392 

その他 △87 

繰延税金負債合計 △970 

繰延税金資産の純額 20,706 百万円 

(繰延税金資産)   

退職給付引当金 7,889 百万円

無形固定資産 7,275 

賞与引当金 1,884 

その他 3,348 

繰延税金資産小計 20,396 

評価性引当額 △451 

繰延税金資産合計 19,944 

(繰延税金負債)   

固定資産圧縮積立金 △474 

その他有価証券評価差額金 △805 

その他 △75 

繰延税金負債合計 △1,355 

繰延税金資産の純額 18,589 百万円 

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な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.1 

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
△0.6 

研究費等の法人税額特別控除 △12.0 

外国税額控除 △5.8 

その他 △1.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 25.2％ 

法定実効税率 40.6％

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.3 

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
△2.6 

研究費等の法人税額特別控除 △7.7 

外国税額控除 △13.2 

評価性引当額  △1.5 

その他 △2.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 17.7％ 

 

以 上 
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