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各   位 

 

上場会社名 加 賀 電 子 株 式 会 社

コード番号 ８１５４ 東 証 第 一 部        

本社所在地 東京都文京区本郷2丁目2番9号

代 表 者 の 
役 職 氏 名 

代表取締役社長 塚   本      勲

問 合 せ 先 
専務取締役 
管理本部長 

下 山  和 一 郎

 ＴＥＬ ０３-４４５５-３１１１ 

 

（訂正）平成 18 年３月期決算短信（連結）の一部訂正について 
 

平成 18 年５月 10 日に開示いたしました「平成 18 年３月期決算短信（連結）」の繰延税

金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別内訳に訂正を要する箇所がありましたので、

下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は下線にて表示しております。 

 
記 

 

１．決算短信（連結）３７枚目 

 ⑤税効果会計 

 （訂正前） 
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．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因
別内訳 
繰延税金資産 
未払事業税否認 61 百万円
投資有価証券評価損否認 24 
未上場株式評価損否認 210 
役員退職慰労引当金繰入額否認 392 
貸倒引当金繰入額否認 84 
賞与引当金繰入額否認 180 
退職給付費用否認 123 
ゴルフ会員権評価損否認 60 
連結子会社(清算手続中)の欠損金 132 
繰越欠損金 281 
その他有価証券評価差額金 1 
その他         216 
繰延税金資産小計 1,768 
評価性引当額       △281 
繰延税金資産計 1,487 
繰延税金負債 
海外連結子会社の留保利益 △524 
その他有価証券評価差額金 △354 
その他        △64 
繰延税金負債計       △943 
繰延税金資産の純額         543 百万円

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項
目に含まれております。 
流動資産－繰延税金資産 377 百万円
固定資産－繰延税金資産 188 百万円
固定負債－繰延税金負債 △22 百万円

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因
別内訳 
繰延税金資産 
未払事業税否認 241 百万円
投資有価証券評価損否認 △6 
未上場株式評価損否認 83 
役員退職慰労引当金繰入額否認 422 
貸倒引当金繰入額否認 209 
賞与引当金繰入額否認 184 
退職給付費用否認 167 
ゴルフ会員権評価損否認 69 
連結子会社(清算手続中)の欠損金 132 
繰越欠損金 964 
その他         192 
繰延税金資産小計 2,661 
評価性引当額       △964 
繰延税金資産計 1,697 
繰延税金負債 
海外連結子会社の留保利益 △748 
固定資産評価差額 △398 
その他有価証券評価差額金 △952 
その他        △19 
繰延税金負債計     △2,119 
繰延税金資産の純額       △422 百万円

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項
目に含まれております。 
流動資産－繰延税金資産 584 百万円
固定資産－繰延税金資産 59 百万円
固定負債－繰延税金負債 △1,066 百万円
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 （訂正後） 
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．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因
別内訳 
繰延税金資産 
未払事業税否認 61 百万円
投資有価証券評価損否認 24 
未上場株式評価損否認 210 
役員退職慰労引当金繰入額否認 392 
貸倒引当金繰入額否認 84 
賞与引当金繰入額否認 180 
退職給付費用否認 123 
ゴルフ会員権評価損否認 60 
連結子会社(清算手続中)の欠損金 132 
繰越欠損金 281 
その他有価証券評価差額金 1 
その他         216 
繰延税金資産小計 1,768 
評価性引当額       △281 
繰延税金資産計 1,487 
繰延税金負債 
海外連結子会社の留保利益 △524 
その他有価証券評価差額金 △354 
その他        △64 
繰延税金負債計       △943 
繰延税金資産の純額         543 百万円

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項
目に含まれております。 
流動資産－繰延税金資産 377 百万円
固定資産－繰延税金資産 188 百万円
固定負債－繰延税金負債 △22 百万円

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因
別内訳 
繰延税金資産 
未払事業税否認 241 百万円
投資有価証券評価損否認 23 
未上場株式評価損否認 83 
役員退職慰労引当金繰入額否認 422 
貸倒引当金繰入額否認 209 
賞与引当金繰入額否認 184 
退職給付費用否認 167 
ゴルフ会員権評価損否認 69 
連結子会社(清算手続中)の欠損金 132 
繰越欠損金 964 
その他         192 
繰延税金資産小計 2,690 
評価性引当額       △964 
繰延税金資産計 1,726 
繰延税金負債 
海外連結子会社の留保利益 △748 
固定資産評価差額 △398 
その他有価証券評価差額金 △982 
その他        △19 
繰延税金負債計     △2,149 
繰延税金資産の純額       △422 百万円

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項
目に含まれております。 
流動資産－繰延税金資産 584 百万円
固定資産－繰延税金資産 59 百万円
固定負債－繰延税金負債 △1,066 百万円
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