
平成１８年６月１２日 
各   位 

高知県高知市堺町 2 番 24 号 

      株式会社 高知銀行 

 取締役頭取 岡内 紀雄 

（コード番号：8416 東証第二部） 

問い合わせ先 経営統括部長 森下 勝彦 

TEL 088-822-9311 

 

 

（訂正）「平成１８年３月期決算短信（連結）」添付資料の一部訂正に関するお知らせ 

 

 

 当行は、平成１８年５月１９日に「平成１８年３月期決算短信（連結）」を発表いたしました

が、添付資料の記載内容について一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

  

記 

 

訂正箇所 

 平成１８年３月期決算短信（連結）添付資料２６頁「（退職給付関係） ３．退職給付費用に

関する事項」および２７頁「（税効果会計関係）」の記載を訂正いたします。 

 なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

 

 

 

  

 



【訂正前】

　（退職給付関係）

３．退職給付費用に関する事項

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、一括して「勤務費用」に含めて計上しております。

【訂正後】

　（退職給付関係）

３．退職給付費用に関する事項

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、一括して「勤務費用」に含めて計上しております。

退職給付費用 1,548 513

会計基準変更時差異の費用処理額 256 256

その他（臨時に支払った割増退職金等） 207 299

数理計算上の差異の費用処理額 560 420

過去勤務債務の費用処理額 － △ 1,029

期待運用収益 △ 45 △ 54

区分
当連結会計年度

（平成18年3月31日）
前連結会計年度

（平成17年3月31日）

金額（百万円） 金額（百万円）

退職給付費用 1,554 513

会計基準変更時差異の費用処理額 256 256

その他（臨時に支払った割増退職金等） 214 299

数理計算上の差異の費用処理額 560 420

過去勤務債務の費用処理額 － △ 1,029

期待運用収益 △ 45 △ 54

利息費用 193 233

勤務費用 375 386

区分
当連結会計年度

（平成18年3月31日）
前連結会計年度

（平成17年3月31日）

金額（百万円） 金額（百万円）

利息費用 193 233

勤務費用 376 386



【訂正前】
（税効果会計関係）

（ 自 平成17年4月 1日 （ 自 平成16年4月 1日

至 平成18年3月31日 ） 至 平成17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 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 内訳

繰延税金資産 繰延税金資産

　　退職給付引当金 百万円 　　退職給付引当金 百万円

貸倒引当金 貸倒引当金

未払事業税 134 未払事業税 59

株式等評価差額金 株式等評価差額金

減価償却 減価償却

有価証券評価損 有価証券評価損

その他 その他

繰延税金資産小計 繰延税金資産小計

評価性引当額 評価性引当額

繰延税金資産合計 繰延税金資産合計

繰延税金負債 繰延税金負債

株式等評価差額金 株式等評価差額金

子会社の留保利益金 子会社の留保利益金

固定資産圧縮積立金 固定資産圧縮積立金

特別償却準備金 特別償却準備金

繰延税金負債合計 繰延税金負債合計

繰延税金資産の純額 百万円 繰延税金資産の純額 百万円

２． ２．
適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある 適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある

法定実効税率 ％ 法定実効税率 ％

（調整） （調整）

交際費等永久に損金に算入されな 交際費等永久に損金に算入されな
い項目 い項目

受取配当金等永久に益金に算入さ 受取配当金等永久に益金に算入さ
れない項目 れない項目

評価性引当額 評価性引当額

その他 その他

税効果会計適用後の法人税等の負 税効果会計適用後の法人税等の負
担率 担率

【訂正後】
（税効果会計関係）

（ 自 平成17年4月 1日 （ 自 平成16年4月 1日

至 平成18年3月31日 ） 至 平成17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 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 内訳

繰延税金資産 繰延税金資産

　　退職給付引当金 百万円 　　退職給付引当金 百万円

貸倒引当金 貸倒引当金

未払事業税 125 未払事業税 59

株式等評価差額金 株式等評価差額金

減価償却 減価償却

有価証券評価損 有価証券評価損

その他 その他

繰延税金資産小計 繰延税金資産小計

評価性引当額 評価性引当額

繰延税金資産合計 繰延税金資産合計

繰延税金負債 繰延税金負債

株式等評価差額金 株式等評価差額金

子会社の留保利益金 子会社の留保利益金

固定資産圧縮積立金 固定資産圧縮積立金

特別償却準備金 特別償却準備金

繰延税金負債合計 繰延税金負債合計

繰延税金資産の純額 百万円 繰延税金資産の純額 百万円

２． ２．
適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある 適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある

法定実効税率 ％ 法定実効税率 ％

（調整） （調整）

交際費等永久に損金に算入されな 交際費等永久に損金に算入されな
い項目 い項目

受取配当金等永久に益金に算入さ 受取配当金等永久に益金に算入さ
れない項目 れない項目

評価性引当額 評価性引当額

その他 その他

税効果会計適用後の法人税等の負 税効果会計適用後の法人税等の負
担率 担率

当連結会計年度 前連結会計年度

2,031 1,791

9,427 9,015

1,430 164

246 270

98 316

723 659

14,092 12,278

△ 2,294 △ 1,736

11,797 10,542

△ 2,681 △ 1,755

△ 118 △ 138

△ 138 △ 138

△ 3 △ 5

△ 2,941 △ 2,037

8,856 8,504

連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計

ときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳 ときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

40.43 40.43

1.82 1.50

△ 1.99 △ 1.34

16.81 △ 12.24

△ 1.33 0.44

55.74 28.79

当連結会計年度 前連結会計年度

2,031 1,791

9,427 9,015

1,430 164

246 270

98 316

723 659

14,082 12,278

△ 2,285 △ 1,736

11,797 10,542

△ 2,681 △ 1,755

△ 118 △ 138

△ 138 △ 138

△ 3 △ 5

△ 2,941 △ 2,037

8,856 8,504

連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計 連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計

ときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳 ときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

40.43 40.43

1.82 1.50

△ 1.99 △ 1.34

16.54 △ 12.24

△ 1.06 0.44

55.74 28.79

以　上


