
平成 18 年６月 27 日 

各  位 

                         会社名   株式会社ニチロ 
                         代表者名  取締役社長 田中 龍彦 
                         本社所在地 東京都千代田区有楽町一丁目 12 番１ 
                         コード番号 １３３１ 
                         問合せ先  総合企画部広報室長 朝倉 国満 
                               （TEL 03-3240-6208） 

 

 
（訂正）平成 18 年３月期 決算短信(連結)及び個別財務諸表の概要の一部訂正に関するお知らせ 

 
 

 平成 18 年５月 26 日に発表いたしました「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」の一部に訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所は

網掛けにて示しております。 

 

記 

「平成 18 年３月期 決算短信（連結）」 

Ｐ13 ４．連結財務諸表等 (4)連結キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

  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）

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）

区 分 
注記 

番号 金額（百万円） 金額（百万円） 

（中略）    

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

 １ 有価証券の取得による支出  △9  △19

 ２ 有価証券の売却・償還による収入  9  19

（中略）   

（訂正後） 

  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）

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）

区 分 
注記

番号 金額（百万円） 金額（百万円） 

（中略）    

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

 １ 有価証券の取得による支出  △9  △109

 ２ 有価証券の売却・償還による収入  9  109

（中略）   

 



Ｐ28 ４．連結財務諸表等 注記事項 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 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳 

（中略）  

  (繰延税金負債)  

   その他有価証券評価差額金 1,500 〃 

   土地評価差額 250 〃 

   固定資産の加速償却 216 〃 

   その他 95 〃 

    繰延税金負債合計 2,063 〃 

    繰延税金資産の純額 9,704 〃 
 

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 

（中略）  

  (繰延税金負債)  

   その他有価証券評価差額金 1,794 〃 

   土地評価差額 547 〃 

   固定資産の加速償却 240 〃 

   その他 78 〃 

    繰延税金負債合計 2,661 〃 

    繰延税金資産の純額 9,399 〃 
 

 （注）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 2,537百万円

固定資産―繰延税金資産 7,450 〃 

流動負債―繰延税金負債 △1 〃 

固定負債―繰延税金負債 △282 〃 
 

 （注）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 2,516百万円

固定資産―繰延税金資産 7,485 〃 

流動負債―繰延税金負債 △1 〃 

固定負債―繰延税金負債 △600 〃 
 

（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 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳 

（中略）  

  (繰延税金負債)  

   その他有価証券評価差額金 1,500 〃 

   土地評価差額 250 〃 

   固定資産の加速償却 216 〃 

   その他 95 〃 

    繰延税金負債合計 2,063 〃 

    繰延税金資産の純額 9,704 〃 
 

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 

（中略）  

  (繰延税金負債)  

   その他有価証券評価差額金 1,794 〃 

   土地評価差額 250 〃 

   固定資産の加速償却 240 〃 

   その他 78 〃 

    繰延税金負債合計 2,364 〃 

    繰延税金資産の純額 9,696 〃 
 

 （注）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 2,537百万円

固定資産―繰延税金資産 7,450 〃 

流動負債―繰延税金負債 △1 〃 

固定負債―繰延税金負債 △282 〃 
 

 （注）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 2,516百万円

固定資産―繰延税金資産 7,485 〃 

流動負債―繰延税金負債 △1 〃 

固定負債―繰延税金負債 △304 〃 
 

 



「平成 18 年３月期 個別財務諸表の概要」 

Ｐ３～４ １．個別財務諸表等 (1)貸借対照表 
（訂正前） 
  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） 対前年比

区 分 
注記

番号 金額（百万円） 構成比(％) 金額（百万円） 構成比(％) 増減(百万円）

（資産の部）         

Ⅱ 固定資産         

 ［１］有形固定資産         

  １ 建物 ※1 8,510  7,621    

    減価償却累計額  5,133 3,377  4,778 2,842  △534

  ２ 構築物 ※1 807  701   

    減価償却累計額  569 238  536 168  △69

  ３ 機械装置 ※1 13,705  11,737   

    減価償却累計額  10,118 3,587  8,652 3,085  △502

（中略）       

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

（中略）       

 ８ 前受金  1   1  0

 ９ 預り金  775   180  △594

 10 前受収益  1   0  △0

 11 その他  1   1  0

（中略）       

（訂正後） 

  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） 対前年比

区 分 
注記

番号 金額（百万円） 構成比(％) 金額（百万円） 構成比(％) 増減（百万円）

（資産の部）         

Ⅱ 固定資産         

 ［１］有形固定資産         

  １ 建物 ※1 8,510  7,621    

    減価償却累計額  5,133 3,377  4,778 2,842  △534

  ２ 構築物 ※1 807  701   

    減価償却累計額  569 238  533 168  △69

  ３ 機械装置 ※1 13,705  11,737   

    減価償却累計額  10,118 3,587  8,652 3,085  △502

（中略）       

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

（中略）       

 ８ 預り金  775   180  △594

 ９ 前受収益  1   1  0

 10 その他  2   1  △1

（中略）       



Ｐ６ １．個別財務諸表等 (2)損益計算書 
（訂正前） 
  前事業年度 

  （自 平成 16 年４月１日 
   至 平成 17 年３月 31 日） 

当事業年度 
  （自 平成 17 年４月１日 
   至 平成 18 年３月 31 日） 

対前年比

区 分 
注記

番号 金額（百万円） 百分比(％) 金額（百万円） 百分比(％) 増減（百万円）

（中略）         

税引前当期純利益又は純損失

(△) 
  △6,097 △3.6 923 0.6 7,020

 法人税、住民税及び事業税  191  78    

 法人税等調整額  △2,664 △2,472 △1.5 447 525 0.3 3,111

当期純利益又は当期純損失

(△) 
 △3,624 △2.1 397 0.2 4,021

（中略）      

（訂正後） 
  前事業年度 

  （自 平成 16 年４月１日 
   至 平成 17 年３月 31 日） 

当事業年度 
  （自 平成 17 年４月１日 
   至 平成 18 年３月 31 日） 

対前年比

区 分 
注記

番号 金額（百万円） 百分比(％) 金額（百万円） 百分比(％) 増減（百万円）

（中略）         

税引前当期純利益又は税引前

当期純損失(△) 
  △6,097 △3.6 923 0.6 7,020

 法人税、住民税及び事業税  191  78    

 法人税等調整額  △2,664 △2,472 △1.5 447 525 0.4 3,111

当期純利益又は当期純損失

(△) 
 △3,624 △2.1 397 0.2 4,021

（中略）      

 
 

以 上 


