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平成１８年３月期決算短信における
注記事項の追加開示に関するお知らせ

　平成１８年４月２１日に開示いたしました平成１８年３月期決算短信（連結）における注記事項の
追加開示を、以下の通り行います。

記

連結財務諸表に関する注記事項

　１．　税効果会計関係（連結） １ページ

　２．　退職給付関係 ２ページ

　３．　関連当事者との取引 ３ページ



１．　税効果会計関係（連結）

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

繰越欠損金 1,693 百万円

海外子会社繰延報酬否認 467 　〃

退職給付引当金限度超過額 401 　〃

賞与引当金繰入額否認 395 　〃

投資有価証券評価損否認 144 　〃

棚卸資産評価損否認額 105 　〃

貸倒引当金繰入額否認 101 　〃

未払費用否認 87 　〃

その他 561 　〃

繰延税金資産小計 3,959 　〃

評価性引当金 （-） 2,017 　〃

繰延税金資産合計 1,941 　〃

繰延税金負債

土地評価差額金 822 百万円

固定資産圧縮積立金 453 　〃

有価証券評価差額金 642 　〃

その他 43 　〃

繰延税金負債合計 1,963 　〃

繰延税金負債の純額 21 　〃

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 40.0 ％

（調整）

連結調整勘定償却 △ 4.0 ％

受取配当金連結消去による影響 5.5 ％

評価性引当額 △ 1.6 ％

在外子会社の税率差 △ 9.1 ％

住民税均等割等 0.8 ％

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6 ％

試験研究費の税額控除額 △ 2.4 ％

その他 0.1 ％

　税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.9 ％

-１-



２．　退職給付関係

１．　採用している退職給付制度の概要

２．　退職給付に関する事項

① 退職給付債務 5,091 百万円

（内訳）

② 未認識数理計算上の差異 △ 232 　〃

③ 未認識過去勤務債務 △ 120 　〃

④ 会計基準変更時差異の未処理額 542 　〃

⑤ 年金資産 3,852 　〃

　　差引 1,049 　〃

⑥ 前払年金費用 3 　〃

⑦ 退職給付引当金 1,052

３．　退職給付費用に関する事項

① 勤務費用 308 百万円

② 利息費用 126 　〃

③ 期待運用収益 △ 52 　〃

④ 会計基準変更時差異の費用処理額 60 　〃

⑤ 数理計算上の差異の費用処理額 24 　〃

⑥ 過去勤務債務の費用処理額 △ 18 　〃

⑦ 退職給付費用 449 　〃

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間配分方法 　　　期間定額基準

割引率 2.5 ％

期待運用収益率 1.5 ％

過去勤務債務の額の処理年数 10 年

数理計算上の差異の処理年数 10 年

会計基準変更時差異の処理年数 15 年

　当社及び国内連結子会社は、確定給付の制度として、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、退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。
尚、一部の海外子会社でも確定給付型の制度を設けております。
　提出会社KOA株式会社については、昭和４３年に退職一時金制度から適格年金制度へ移行しています。
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３．　関連当事者との取引

［１］ 役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業内容又は職業

議決権等
の所有

（被所有）
割合（％）

関係内容

取引内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼務等
事業上の

関係

役員 向山孝一 － －

当社代表取締役社長
(被所有）

－ －

寄付 7 寄付金 －

財団法人伊那谷地域
社会システム研究所
理事長

直接 1.1
配当金の

支払
4 配当金 －

　（注）　　財団法人伊那谷地域社会システム研究所は、長野県内における環境保全活動等への助成を目的とする財団法人であります。

取引条件ないし取引条件の決定方針等
   財団法人伊那谷地域社会システム研究所への寄付金拠出額は、取締役会の承認に基づき決定しております。

［２］ 子会社等

属性
会社等の

名称
住所

資本金
（百万円）

事業の
内容

議決権等の
所有割合

（％）

関係内容

取引内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼務等
事業上の

関係

関連会社
大興電工

（有）
台湾台北

市
276

電子部品
の販売

直接　50
兼任３人
出向1人

当社製品
の販売

営業取引
当社製品
の販売

1,408 売掛金 757

　（注）　　取引金額には消費税等は含まれておりませんが、債権債務期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件ないし取引条件の決定方針等
　大興電工（有）に対する当社製品の販売価格に関しては、総原価をもとに毎期決定しております。
また、取引条件は他と同じであります。

以　上
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