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(財)財務会計基準機構会員  

 

平成 18年 6月 9日 

各  位 

上場会社名：丸紅株式会社 

コード番号：８００２ 

(URL http://www.marubeni.co.jp) 

代 表 者    役職名 代表取締役社長    勝俣 宣夫 

問合せ先責任者 役職名 (東京)広報部 報道課長 橋本 尚   

 TEL (03)3282-4803 

 

 

平成１８年３月期決算短信注記事項の追加開示について 

 

 

平成18年4月26日に発表しました「平成18年3月期 決算短信（連結）(米国会計基準)」及び「平成18年3月期 個別

財務諸表の概要」に関する注記事項の追加開示を以下の通り行います。 

 

 

税効果会計（連結） 

 

当社は、連結納税制度を適用しております。 

当社の利益に課される法人税等の平成16年度及び平成17年度の法定実効税率は、それぞれ約41.0％であります。

法定実効税率と連結損益計算書上の継続事業からの法人税等の実効税率との調整は、以下の通りであります。 

 

項目 平成16年度 平成17年度 

法定実効税率（％） 41.0 41.0 

連結子会社の事業に係る税効果（％） 11.4 △0.2 

永久差異に係る税効果（％） 4.4 2.3 

海外連結子会社における税率の差異（％） △8.5 △9.1 

連結子会社の利益剰余金等に係る税効果（％） 10.6 12.9 

その他（％） 0.7 △1.9 

連結損益計算書上の継続事業からの法人税等の実効税率（％） 59.6 45.0 
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平成17年及び平成18年３月31日現在の繰延税金資産及び繰延税金負債の主要項目は、以下の通りであります。 

 

平成17年３月31日現在 平成18年３月31日現在
項目 

金額（百万円） 金額（百万円） 

繰延税金資産   

貸倒引当金等 78,377 79,025 

たな卸資産 9,631 10,828 

有価証券及び投資有価証券 10,616 － 

退職給付引当金及び退職年金制度 212 2,634 

未実現利益 8,506 8,541 

関連会社に対する投資 9,904 － 

繰越欠損金 29,959 44,519 

その他 42,138 55,088 

繰延税金資産合計 189,343 200,635 

評価性引当金 △32,725 △32,100 

繰延税金資産－評価性引当金控除後 156,618 168,535 

繰延税金負債   

有形固定資産 31,940 52,586 

有価証券及び投資有価証券 － 25,882 

未分配利益 4,557 11,712 

関連会社に対する投資 － 13,676 

その他 10,054 9,766 

繰延税金負債合計 46,551 113,622 

繰延税金資産－純額 110,067 54,913 

 

退職給付 

 

当社及び一部の連結子会社は、通常、役員を除く全従業員を対象とした退職一時金制度と、有資格従業員を対

象とした拠出制及び非拠出制退職年金制度を併せて実施しております。退職一時金規約により、従業員には通常、

定年退職時または自己都合退職時に、その退職時の給与及び勤務年数に基づいて退職一時金が支払われます。 

厚生年金基金の代行部分については、当社は、厚生労働大臣から平成15年４月15日に将来分支給義務免除の認

可を受け、平成16年５月１日に過去分返上の認可を受けたことにより、平成16年８月25日に国に返還額（最低責

任準備金）の納付を行いました。 

当社は、発生問題専門委員会報告第03－２号「日本の厚生年金基金代行部分返上についての会計処理」及び米

国財務会計基準審議会の基準書第88号「給付建年金制度の清算と縮小及び雇用終了給付の雇用者の会計処理」に

基づき、将来分支給義務の免除及び資産の移管による過去分の債務の免除を、清算取引に関する一連の手続きと

して処理しております。 
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当社は、年金財政の健全化を目的として、退職給付信託を設定しておりますが、平成15年度において年金資産

の時価が退職給付債務に対し超過積立の状況となったため、信託を一部解約し、5,000百万円を現金で払い戻し

ました。また平成16年度においても、厚生年金基金代行部分の過去分返上に関する認可を取得したことにより、

超過積立の状況が長期的に継続することが見込まれることから、信託を一部解約し、15,000百万円を現金で払い

戻しました。なお当信託は、退職年金を給付するために設立され、当社からは法的に隔離されております。 

なお、当社及び一部の連結子会社の退職給付債務及び制度資産に関する測定基準日は、主として、３月31日で

あります。 

 

平成17年及び平成18年３月31日現在の当社及び一部の連結子会社の予測給付債務及び制度資産の期首残高と期

末残高の調整及び積立状況は次の通りであります。 

 

平成17年３月31日現在 平成18年３月31日現在
項目 

金額（百万円） 金額（百万円） 

予測給付債務の変動：   

予測給付債務期首残高 245,034 209,491 

勤務費用 6,040 5,396 

利息費用 5,838 5,749 

数理計算上の差異 △97 4,055 

為替変動による影響 △491 2,424 

年金等給付額 △10,843 △11,282 

制度変更による影響 － △53 

その他 △35,990 － 

予測給付債務期末残高 209,491 215,780 

制度資産の変動：   

制度資産の公正価値期首残高 251,310 216,808 

制度資産の実際運用収益 8,653 40,972 

為替変動による影響 △409 1,949 

従業員拠出額 257 265 

会社拠出額 2,327 3,331 

年金等給付額 △8,809 △9,036 

その他 △36,521 － 

制度資産の公正価値期末残高 216,808 254,289 

期末における年金財政状態 7,317 38,509 

未認識過去勤務債務額 △17,242 △16,467 

基準書第87号適用後の未認識純損失額 90,139 56,688 

純計上額 80,214 78,730 

前払年金費用－流動 2,106 375 

前払年金費用－固定 84,709 83,746 

未払年金費用 △9,319 △9,129 

無形固定資産 1,612 1,360 

その他の包括損益累計額－税効果考慮前 1,106 2,378 

純計上額 80,214 78,730 
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平成16年度及び平成17年度の当社及び一部の連結子会社の退職一時金制度及び退職年金制度に係る費用の構成

は、以下の通りであります。 

 

平成16年度 平成17年度 
項目 

金額（百万円） 金額（百万円） 

勤務費用 6,040 5,396 

利息費用 5,838 5,749 

制度資産の期待運用収益 △6,763 △6,525 

過去勤務債務の償却費用 △727 △947 

 数理計算上の差異の償却費用 5,451 5,124 

従業員拠出額 △257 △265 

厚生年金基金代行返上損 1,453 － 

退職一時金及び退職年金に係る費用 11,035 8,532 

 

なお、厚生年金基金代行返上損の内訳は、以下の通りであります。 

 

平成16年度 

項目 

金額(百万円) 

代行返上に係る返還差額 △13,405 

清算による損失  

 将来昇給分に係る給付債務の消滅 △1,064 

 未認識の保険数理上の損失の認識 15,922 

厚生年金基金代行返上損 1,453 

 

予測給付債務の保険数理現在価値の算定に用いられた加重平均基礎率は次の通りであります。 

 

項目 平成16年度 平成17年度 

割引率(％) 2.5 2.5

昇給率(％) 4.7 4.7

 

退職一時金制度及び退職年金制度に係る費用の算定に用いられた加重平均基礎率は次の通りであります。 

 

項目 平成16年度 平成17年度 

割引率（％） 2.5 2.5 

昇給率（％） 4.8 4.7 

制度資産に係る長期期待収益率（％） 2.7 2.7 
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関連当事者との取引 

 

 

（平成16年度） 

 該当事項はありません。 

 

（平成17年度） 

 該当事項はありません。 
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税効果会計 (個別) 

 

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）  百万円

貸倒引当金 77,424 

資産評価損 53,417 

債務保証等損失引当金 15,593 

未収金利等 4,840 

賞与引当金 2,419 

その他 21,263 

繰延税金資産小計 174,956 

評価性引当額 △20,880 

繰延税金資産合計 154,076 

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金 △26,167 

退職給付関連 △8,863 

繰延税金負債合計 △35,030 

繰延税金資産の純額 119,046 
 

（繰延税金資産）  百万円

貸倒引当金 80,734  

資産評価損 61,767  

債務保証等損失引当金 2,544  

未収金利等 3,590  

賞与引当金 3,157  

その他 21,781  

繰延税金資産小計 173,573  

評価性引当額 △21,166  

繰延税金資産合計 152,407  

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 △65,560  

退職給付関連 △4,294  

繰延税金負債合計 △69,854  

繰延税金資産の純額 82,553  
 

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 

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 

   ％

法定実効税率 41.0  

（調整）    

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 
3.2  

外国税額控除 △17.8  

受取配当金等永久に益金に算

入されない項目 
△17.6  

投資価額修正 13.6  

評価性引当額 27.8  

その他 △2.2  

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
48.0  

 

   ％ 

法定実効税率 41.0   

（調整）    

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
6.6   

外国税額控除 △48.6   

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目 
△21.6   

投資価額修正 △6.2   

評価性引当額 2.6   

その他 △10.7   

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
△36.9   

 

 
以   上 

 


