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平成 18 年６月９日 

 

各   位 

 

 

会社名  株式会社角川ホールディングス 

代表者名 代表取締役社長兼ＣＯＯ 本間明生 

（コード番号 ９４７７ 東証第一部） 

問合せ先 財務統括マネジャー 谷口常雄 

（ＴＥＬ．03-3238-8710） 

 

 

決算発表資料の追加 
（退職給付関係、税効果会計関係及び関連当事者との取引） 

 

 

 

平成 18 年４月 28 日に公表いたしました「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」に以下の情報を追加開示いたします。 

 

 

 

 

「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） 

１．採用している退職給付制度の概要 

一部の国内連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度、厚生年金基金制度及び退

職一時金制度を設けています。また、一部の国内連結子会社は、退職金制度に上積みして総合設立の

厚生年金基金制度を採用しております。さらに、一部の国内連結子会社は、中小企業退職金共済制度

を採用しております。従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債

務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。 

 
２．退職給付債務及びその内訳 

 
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 

退職給付債務（千円）  △3,715,985  

年金資産（千円）  2,139,039  

未積立退職給付債務（千円）  △1,576,945  

未認識数理計算上の差異（千円）  158,797  

退職給付引当金（千円）  △1,418,148  

（注） １．一部の国内連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

２．上記年金資産以外に、一部の国内連結子会社が加入する総合設立の厚生年金基金制度において、

掛金拠出割合で計算した年金資産の額が、3,332,622 千円あります。 
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３．退職給付費用の内訳 

 
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） 

退職給付費用（千円）  760,382  

(1) 勤務費用（千円）  417,057  

(2) 利息費用（千円）  49,571  

(3) 期待運用収益（減算）（千円）  △9,600  

(4) 数理計算上の差異の費用処理額（千円）  45,608  

(5) 総合設立の厚生年金基金掛金拠出額（千円）  234,989  

(6) 臨時に支払った割増退職金（千円）  22,755  

（注） １．簡便法を採用している一部の国内連結子会社の退職給付費用は、勤務費用に計上しております。 

２．一部の国内連結子会社は、総合設立の厚生年金基金制度への掛金拠出額を退職給付費用として処

理しております。 

３．上記退職給付費用以外に、早期退職募集による特別割増退職金（特別損失）101,941 千円を計上

しております。 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 

(1) 割引率（％） 2.0 

(2) 期待運用収益率（％） 0.5 

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

(4) 数理計算上の差異の処理年数（年） ５ 

 

 

 

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 

 一部の国内連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度、厚生年金基金制度及び退

職一時金制度を設けています。また、一部の国内連結子会社は、退職金制度に上積みして総合設立の

厚生年金基金制度を採用しております。さらに、一部の国内連結子会社は、中小企業退職金共済制度

を採用しております。従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債

務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。 

 

２．退職給付債務及びその内訳 

 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

退職給付債務（千円）  △3,842,599  

年金資産（千円）  2,157,981  

未積立退職給付債務（千円）  △1,684,617  

未認識数理計算上の差異（千円）  70,188  

退職給付引当金（千円）  △1,614,428  

（注） １．一部の国内連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

２．上記年金資産以外に、一部の国内連結子会社が加入する総合設立の厚生年金基金制度において、

掛金拠出割合で計算した年金資産の額が、4,848,769 千円あります。 
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３．退職給付費用の内訳 

 
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） 

退職給付費用（千円）  893,207  

(1) 勤務費用（千円）  402,723  

(2) 利息費用（千円）  51,201  

(3) 期待運用収益（減算）（千円）  △9,516  

(4) 数理計算上の差異の費用処理額（千円）  59,753  

(5) 総合設立の厚生年金基金掛金拠出額（千円）  307,874  

(6) 臨時に支払った割増退職金（千円）  81,169  

（注） １．簡便法を採用している一部の国内連結子会社の退職給付費用は、勤務費用に計上しております。 

２．一部の国内連結子会社は、総合設立の厚生年金基金制度への掛金拠出額を退職給付費用として処

理しております。 

３．上記退職給付費用以外に、早期退職募集による特別割増退職金（特別損失）86,764 千円を計上し

ております。 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

(1) 割引率（％） 2.0 

(2) 期待運用収益率（％） 0.5 

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

(4) 数理計算上の差異の処理年数（年） ５ 

 



4 

【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（流動）＞ 

たな卸資産評価減 509,668 千円

賞与引当金 444,166 千円

未払事業税 311,161 千円

未払費用 329,167 千円

繰越欠損金 520,570 千円

その他の一時差異 131,056 千円

繰延税金資産（流動）小計 2,245,790 千円

評価性引当額 △277,023 千円

繰延税金資産（流動）合計 1,968,767 千円

＜繰延税金資産（固定）＞ 

投資有価証券評価損 549,658 千円

関係会社株式評価損 1,056,271 千円

投資評価引当金 434,403 千円

貸倒引当金 80,574 千円

会員権評価損 244,541 千円

退職給付引当金 570,702 千円

役員退職慰労引当金 248,986 千円

固定資産に係る未実現利益 246,808 千円

繰越欠損金 9,193,955 千円

その他の一時差異 196,283 千円

土地再評価差額 238,877 千円

その他有価証券評価差額 2,742 千円

繰延税金資産（固定）小計 13,063,806 千円

評価性引当額 △11,855,101 千円

繰延税金資産（固定）合計 1,208,705 千円

＜繰延税金負債（流動）＞ 

一時差異 17,327 千円

繰延税金負債（流動）合計 17,327 千円

＜繰延税金負債（固定）＞ 

固定資産に係る未実現損失 728,291 千円

その他有価証券評価差額 2,034,303 千円

繰延税金負債（固定）合計 2,762,594 千円

繰延税金資産の純額 397,550 千円
  

 
＜繰延税金資産（流動）＞ 

たな卸資産評価減 579,844千円

賞与引当金 436,980千円

未払事業税 173,235千円

未払費用 344,361千円

繰越欠損金 993,794千円

その他の一時差異 144,977千円

繰延税金資産（流動）小計 2,673,193千円

評価性引当額 △362,640千円

繰延税金資産（流動）合計 2,310,553千円

＜繰延税金資産（固定）＞ 

投資有価証券評価損 586,307千円

関係会社株式評価損 956,425千円

投資評価引当金 1,274,522千円

会員権評価損 252,200千円

退職給付引当金 655,478千円

長期未払金 252,650千円

固定資産に係る未実現利益 218,240千円

繰越欠損金 3,889,969千円

その他の一時差異 291,122千円

土地再評価差額 238,503千円

その他有価証券評価差額 3,072千円

繰延税金資産（固定）小計 8,618,492千円

評価性引当額 △7,578,592千円

繰延税金資産（固定）合計 1,039,900千円

＜繰延税金負債（流動）＞ 

一時差異 9,575千円

繰延税金負債（流動）合計 9,575千円

＜繰延税金負債（固定）＞ 

一時差異 8,147千円

固定資産に係る未実現損失 697,122千円

その他有価証券評価差額 3,676,084千円

繰延税金負債（固定）合計 4,381,353千円

繰延税金負債の純額 1,040,475千円
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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 40.69％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.05％

評価性引当額の増減 △5.09％

連結調整勘定償却 14.75％

持分法による投資損失 20.10％

欠損金使用 △5.23％

その他 △2.63％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 66.64％
  

 
法定実効税率 40.69％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 5.34％

評価性引当額の増減 22.07％

連結調整勘定償却 20.53％

欠損金使用 △15.53％

その他 1.25％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 74.35％
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【関連当事者との取引】 

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） 

１．役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所

資本金
又は 
出資金
（千円） 

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

取引の内容 
取引金額
（千円） 科目 

期末残高
（千円）

役員及
びその
近親者 

池田 
靖 

－ － 当社監査役 － － － 
弁護士報酬
の支払 

6,200 
流動負
債その
他 

5,250

（注） １．弁護士報酬の支払については、日本弁護士連合会「報酬等基準規程」に基づき、交渉により決定

しております。 

２．取引金額には消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。 

 

 

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．役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所

資本金
又は 
出資金
（千円） 

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

取引の内容 
取引金額
（千円） 科目 

期末残高
（千円）

役員及
びその
近親者 

角川 
歴彦 － － 当社取締役 

(被所有)
直接 8.14 － － 

自己株式の
購入 1,642,180 － － 

役員及
びその
近親者 

池田 
靖 

－ － 当社監査役 － － － 
弁護士報酬
の支払 

1,200 － － 

（注） １．角川歴彦氏との取引は、第 51 期定時株主総会の決議に基づき、１株当たりの取得価格は 3,494

円、取得株数 470,000 株、取得の方法は相対取引によるものであります。 

２．弁護士報酬の支払については、日本弁護士連合会「報酬等基準規程」に基づき、交渉により決定

しております。 

３．取引金額には消費税等は含まれておりません。 
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「平成 18 年３月期 個別財務諸表の概要」 

【税効果会計関係】 

第51期 

（平成17年３月31日） 

第52期 

（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（流動）＞ 

未払事業税 49,646 千円

その他の一時差異 2,515 千円

繰延税金資産（流動）合計 52,162 千円

＜繰延税金資産（固定）＞ 

投資有価証券評価損 527,095 千円

会員権評価損 234,445 千円

役員退職慰労引当金 117,321 千円

その他の一時差異 6,420 千円

土地再評価差額 449,053 千円

繰延税金資産（固定）小計 1,334,336 千円

評価性引当額 △1,210,593 千円

繰延税金資産（固定）合計 123,743 千円

＜繰延税金負債（固定）＞ 

その他有価証券評価差額 2,032,277 千円

繰延税金負債（固定）合計 2,032,277 千円

繰延税金負債の純額 1,856,372 千円

 
   

 
＜繰延税金資産（流動）＞ 

未払事業税 2,807 千円

その他の一時差異 871 千円

繰延税金資産（流動）小計 3,679 千円

評価性引当額 △3,679 千円

繰延税金資産（流動）合計 －千円

＜繰延税金資産（固定）＞ 

投資評価引当金 958,333 千円

投資有価証券評価損 595,066 千円

会員権評価損 240,835 千円

長期未払金 138,002 千円

繰越欠損金 39,556 千円

その他の一時差異 21,562 千円

土地再評価差額 448,679 千円

繰延税金資産（固定）小計 2,442,036 千円

評価性引当額 △2,442,036 千円

繰延税金資産（固定）合計 －千円

＜繰延税金負債（固定）＞ 

その他有価証券評価差額 3,667,876 千円

繰延税金負債（固定）合計 3,667,876 千円

繰延税金負債の純額 3,667,876 千円

 
  

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 40.69％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.07％

受取配当金 △40.72％

評価性引当額の増減 1.00％

その他 0.74％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.78％
 

法定実効税率 40.69％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 △2.64％

受取配当金 140.03％

評価性引当額の増減 △206.21％

その他 △2.07％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △30.20％
 

 


