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平成１８年６月２７日 

各   位 
会 社 名      原田工業株式会社 
代表者名      代表取締役社長 原田 修一 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号６９０４） 
問い合わせ先 経営管理グループ責任者 
         相沢 正秀  

                           電話 ０３－３７６５－４３２１ 
 

 
「平成18年3月期中間決算短信（連結）」、「平成18年3月期決算短信（連結・個別）」及び「平

成18年3月期決算短信（連結）の一部訂正について」の一部修正について 
 

平成17年11月24日に公表いたしました「平成18年3月期中間決算短信（連結）」、平成18年5月24日に公
表いたしました「平成18年3月期決算短信（連結・個別）」、平成18年6月19日に公表いたしました「平成

18年3月期決算短信（連結）の一部訂正について」の内容に一部修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、修正箇所は下線を付して表示しております。 
 

記 

 
修正理由 
 有価証券報告書の作成の過程において、監査法人との相談の結果、当期より総合設立型厚生年金基金

への拠出額を退職給付費用に含めて処理することといたしました。これに伴い、過去の退職給付費用に
ついても監査法人より修正すべきとの意見を受け、総合設立型厚生年金基金への拠出額を退職給付費用
に含めて処理することといたしました。 
 

修正箇所 

１．平成 18年 3 月期中間決算短信（連結）（16ページ） 
４．中間連結財務諸表等 

  注記事項 

 （中間連結損益計算書関係） 

 

（修正前） 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

自 平成 16 年 4 月 1 日 

至 平成 16 年 9 月 30 日 

自 平成 17 年 4 月 1 日 

至 平成 17 年 9 月 30 日 

自 平成 16 年 4 月 1 日 

至 平成 17 年 3 月 31 日 

1.販売費及び一般管理費に属する主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります 

荷造運賃 331,493千円 

給料 737,067 

賞与引当金繰入額 117,554 

研究開発費 611,919 

役員退職慰労引当金

繰入額 
20,950 

退職給付費用 40,777  

1.販売費及び一般管理費に属する主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります 

荷造運賃 304,613千円 

給料 751,432 

賞与引当金繰入額 108,553 

研究開発費 602,293 

役員退職慰労引当金繰

入額 
17,378 

退職給付費用 60,170  

1.販売費及び一般管理費に属する主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります 

荷造運賃 649,515 千円 

給料 1,506,294 

賞与引当金繰入額 124,270 

研究開発費 1,205,928 

役員退職慰労引当金

繰入額 
41,746 

退職給付費用 70,798  
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（修正後） 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

自 平成 16 年 4 月 1 日 

至 平成 16 年 9 月 30 日 

自 平成 17 年 4 月 1 日 

至 平成 17 年 9 月 30 日 

自 平成 16 年 4 月 1 日 

至 平成 17 年 3 月 31 日 

1.販売費及び一般管理費に属する主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります 

荷造運賃 331,493千円 

給料 737,067 

賞与引当金繰入額 117,554 

研究開発費 611,919 

役員退職慰労引当金

繰入額 
20,950 

退職給付費用 58,717  

1.販売費及び一般管理費に属する主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります 

荷造運賃 304,613千円 

給料 751,432 

賞与引当金繰入額 108,553 

研究開発費 602,293 

役員退職慰労引当金繰

入額 
17,378 

退職給付費用 60,170  

1.販売費及び一般管理費に属する主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります 

荷造運賃 649,515 千円 

給料 1,506,294 

賞与引当金繰入額 124,270 

研究開発費 1,205,928 

役員退職慰労引当金

繰入額 
41,746 

退職給付費用 107,103  
 
２．平成 18年 3 月期決算短信（連結）（15ページ） 

４．連結財務諸表等 

  注記事項 

 （連結損益計算書関係） 

 

（修正前） 
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 

２．販売費及び一般管理費に属する主要な費目及び金額は次
のとおりであります。 

荷造運賃 649,515千円 
給料 1,506,294 
賞与引当金繰入額 
研究開発費 

124,270 
1,205,928 

役員退職慰労引当金繰入額 41,746 
退職給付費用 70,798  

２．販売費及び一般管理費に属する主要な費目及び金額は次
のとおりであります。 

荷造運賃 636,340千円 
給料 
賞与引当金繰入額 

1,535,938 
130,786 

研究開発費 1,203,141 
役員退職慰労引当金繰入額 33,428 
退職給付費用 91,874  

 

（修正後） 

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 

２．販売費及び一般管理費に属する主要な費目及び金額は次
のとおりであります。 

荷造運賃 649,515千円 
給料 1,506,294 
賞与引当金繰入額 
研究開発費 

124,270 
1,205,928 

役員退職慰労引当金繰入額 41,746 
退職給付費用 107,103 

 

２．販売費及び一般管理費に属する主要な費目及び金額は次
のとおりであります。 

荷造運賃 636,340千円 
給料 
賞与引当金繰入額 

1,535,938 
130,786 

研究開発費 1,203,141 
役員退職慰労引当金繰入額 33,428 
退職給付費用 91,874 
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３．平成 18年 3 月期個別財務諸表の概要（32ページ） 
６．個別財務諸表等 

  注記事項 

 （損益計算書関係） 

 

（修正前） 
第48期 

自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日 

第49期 
自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

３．販売費に属する費用のおおよその割合は29％、一般管
理費に属する費用のおおよその割合は71％でありま
す。 
主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

荷造運搬費 402,212千円 
役員報酬 178,187 
給料 728,832 
賞与引当金繰入額 107,520 
退職給付費用 33,605 
役員退職慰労引当金繰入額 41,746 
減価償却費 32,537 
研究開発費 1,109,831 
（うち減価償却費） (85,297） 

 

３．販売費に属する費用のおおよその割合は26％、一般管
理費に属する費用のおおよその割合は74％でありま
す。 
主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

荷造運搬費 392,208千円 
役員報酬 149,491 
給料 702,650 
賞与引当金繰入額 110,131 
退職給付費用 51,120 
役員退職慰労引当金繰入額 33,428 
減価償却費 25,468 
研究開発費 1,145,468 
（うち減価償却費） (144,023） 

 
 
（修正後） 

第48期 
自 平成16年4月 1日 
至 平成17年3月31日 

第49期 
自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日 

３．販売費に属する費用のおおよその割合は29％、一般管
理費に属する費用のおおよその割合は71％でありま
す。 
主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

荷造運搬費 402,212千円 
役員報酬 178,187 
給料 728,832 
賞与引当金繰入額 107,520 
退職給付費用 67,770 
役員退職慰労引当金繰入額 41,746 
減価償却費 32,537 
研究開発費 1,109,831 
（うち減価償却費） (85,297） 

 

３．販売費に属する費用のおおよその割合は26％、一般管
理費に属する費用のおおよその割合は74％でありま
す。 
主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

荷造運搬費 392,208千円 
役員報酬 149,491 
給料 702,650 
賞与引当金繰入額 110,131 
退職給付費用 51,120 
役員退職慰労引当金繰入額 33,428 
減価償却費 25,468 
研究開発費 1,145,468 
（うち減価償却費） (144,023） 

 
 
４．平成 18年 3 月期決算短信（連結）の一部訂正について（3 ページ） 

４．連結財務諸表等 

  注記事項 

 （退職給付関係） 
  

 

（修正前） 

２．退職給付債務に関する事項 
 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） 
イ．退職給付債務 △1,076,946千円 △1,240,414千円 
ロ．年金資産 443,936千円 586,207千円 
ハ．未積立退職給付債務（イ+ロ） △633,009千円 △654,206千円 
ニ．未認識数理計算上の差異 －千円 △15,464千円 
ホ．未認識過去勤務債務 －千円 1,538千円 
ヘ．連結貸借対照表計上額純額（ハ+ニ+ホ） △633,009千円 △668,133千円 
ト．退職給付引当金 △633,009千円 △668,133千円 
（注）１．未積立退職給付債務、未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務債務は当連結会計年度において、一 
     部の海外連結子会社から発生したものであります。 
   ２．総合設立型厚生年金基金については、年金資産の額を合理的に計算することができないため、上記年 
     金資産には含めておりません。 
     なお、加盟者数割合により計算した年金資産の額は当連結会計年度は2,263,935千円、前連結会計年 
     度は1,781,717千円であります。 
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３．退職給付費用に関する事項 
 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 

イ．勤務費用等 126,226千円 239,415千円 
ロ．数理計算上の差異の費用処理額 －千円 6,666千円 
ハ．過去勤務債務の費用処理額 －千円 3,291千円 
ニ．退職給付費用（イ+ロ+ハ） 126,226千円 249,373千円 

（注）１．数理計算上の差異の費用処理額及び過去勤務債務の費用処理額は、一部の海外連結子会社において生 
     じたものであります。 
   ２．上記の他、当連結会計年度において、一部の海外連結子会社から生じた過年度退職給付費用66,606千 
     円があります。 

 

（修正後） 

２．退職給付債務に関する事項 
 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） 
イ．退職給付債務 △1,076,946千円 △1,240,414千円 
ロ．年金資産 443,936千円 586,207千円 
ハ．未積立退職給付債務（イ+ロ） △633,009千円 △654,206千円 
ニ．未認識数理計算上の差異 －千円 △15,464千円 
ホ．未認識過去勤務債務 －千円 1,538千円 
ヘ．連結貸借対照表計上額純額（ハ+ニ+ホ） △633,009千円 △668,133千円 
ト．退職給付引当金 △633,009千円 △668,133千円 
（注）１．提出会社及び国内連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。 
   ２．未積立退職給付債務、未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務債務は当連結会計年度において、一 
     部の海外連結子会社から発生したものであります。 
   ３．総合設立型厚生年金基金については、年金資産の額を合理的に計算することができないため、上記年 
     金資産には含めておりません。 
     なお、加盟者数割合により計算した年金資産の額は当連結会計年度は2,263,935千円、前連結会計年 
     度は1,781,717千円であります。 
 

３．退職給付費用に関する事項 
 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 

イ．勤務費用等 209,377千円 239,415千円 
ロ．数理計算上の差異の費用処理額 －千円 6,666千円 
ハ．過去勤務債務の費用処理額 －千円 3,291千円 
ニ．退職給付費用（イ+ロ+ハ） 209,377千円 249,373千円 

（注）１．数理計算上の差異の費用処理額及び過去勤務債務の費用処理額は、一部の海外連結子会社において生 
     じたものであります。 
   ２．上記の他、当連結会計年度において、一部の海外連結子会社から生じた過年度退職給付費用66,606千 
     円があります。 
   ３．総合設立型厚生年金基金への拠出額は、勤務費用等に含めております。 
 

５．その他 
 過年度の有価証券報告書・半期報告書の訂正報告が必要となりましたので、本日付で関東財務局長へ有価証券報

告書及び半期報告書の訂正報告書を提出致しました。 

（１）第４４期 （自 平成１２年４月１日 至 平成１３年３月 31 日）有価証券報告書 

（２）第４５期 （自 平成１３年４月１日 至 平成１４年３月 31 日）有価証券報告書 

（３）第４６期 （自 平成１４年４月１日 至 平成１５年３月 31 日）有価証券報告書 

（４）第４７期 （自 平成１５年４月１日 至 平成１６年３月 31 日）有価証券報告書 

（５）第４８期 （自 平成１６年４月１日 至 平成１７年３月 31 日）有価証券報告書 

（６）第４７期 （自 平成１５年４月１日 至 平成１５年９月 30 日）半期報告書 

（７）第４８期 （自 平成１６年４月１日 至 平成１６年９月 30 日）半期報告書 

（８）第４９期 （自 平成１７年４月１日 至 平成１７年９月 30 日）半期報告書 

 
以上 


