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平成 18年７月 27日 
各 位 

会 社 名 株式会社日本エル・シー・エー 
代表者名  代表取締役社長 久保 裕滋 

（コード番号 4798 東証第二部） 
問合せ先  常務取締役兼ＣＦＯ 
氏  名  田中 英男 

  （ＴＥＬ 075－212－1211） 
 

（訂正）「平成 18年５月期決算短信（連結）」および｢平成 18年 5月期
個別財務諸表の概要｣の訂正および追加のお知らせ 

 
 当社は、平成 18 年７月 20 日付にてお知らせいたしました当社の「平成 18 年５月期決
算短信（連結）」ならびに「平成 18 年５月期個別財務諸表の概要」の内容を下記のとおり
訂正および追加いたします。 
 なお、訂正および追加の箇所は   を付して記載しております。 
 
訂正および追加の内容 
(1)「平成 18年５月期決算短信（連結）」の訂正および追加 

 
①添付資料１４ページ ２．財政状態 
（正） 

（1）財政状態の分析 

（流動資産） 

当連結会計年度末における流動資産の残高は、5,210百万円（前連結会計年度末は8,614百万円）

となり、3,404百万円減少しました。主たる増減内容は、受取手形及び売掛金の減少1,804百万円、

貸倒引当金の増加1,004百万円等によるものです。 

 

（固定資産） 

当連結会計年度末における固定資産の残高は、10,631百万円（前連結会計年度末は 9,457百万

円）となり、1,174百万円増加しました。 

有形固定資産の残高は、1,264百万円(前連結会計年度末は1,154百万円)となり109百万円増加
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しました。主たる増減内容は、新車販売等複合店舗、中古車買取店舗、中古車販売買取店舗、及び

外食店舗の新設等により、設備投資571百万円を行う一方で、株式会社ケア・リンクが当連結会計

年度中に連結対象から外れたこと等によります。 

無形固定資産の残高は、165百万円(前連結会計年度末は152百万円)となり、13百万円増加しま

した。主たる増減内容は、のれん及びソフトウエアの取得45百万円等によります。 

投資その他の資産の残高は、9,201百万円(前連結会計年度末は8,151百万円)となり、1,050百

万円増加しました。主たる増減内容は、投資有価証券の増加1,982百万円、長期貸付金の増加226

百万円、長期前払費用の増加717百万円、貸倒引当金の増加1,196百万円等によるものです。 

 

（誤） 

（1）財政状態の分析 

（流動資産） 

当連結会計年度末における流動資産の残高は、5,190百万円（前連結会計年度末は8,614百万円）

となり、3,424百万円減少しました。主たる増減内容は、受取手形及び売掛金の減少1,804百万円、

貸倒引当金の増加1,004百万円等によるものです。 

 

（固定資産） 

当連結会計年度末における固定資産の残高は、10,651百万円（前連結会計年度末は 9,457百万

円）となり、1,194百万円増加しました。 

有形固定資産の残高は、1,264百万円(前連結会計年度末は1,154百万円)となり109百万円増加

しました。主たる増減内容は、新車販売等複合店舗、中古車買取店舗、中古車販売買取店舗、及び

外食店舗の新設等により、設備投資571百万円を行う一方で、株式会社ケア・リンクが当連結会計

年度中に連結対象から外れたこと等によります。 

無形固定資産の残高は、165百万円(前連結会計年度末は152百万円)となり、13百万円増加しま

した。主たる増減内容は、のれん及びソフトウエアの取得45百万円等によります。 

投資その他の資産の残高は、9,221百万円(前連結会計年度末は8,151百万円)となり、1,070百

万円増加しました。主たる増減内容は、投資有価証券の増加1,982百万円、長期貸付金の増加647

百万円、長期前払費用の増加316百万円、貸倒引当金の増加1,196百万円等によるものです。 

 
②１５ページ (2)キャッシュ・フローの分析 
（正） 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前連結会計年度と比較し、813

百万円減少し、1,013百万円となりました。 

（誤） 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前連結会計年度と比較し、814

百万円減少し、1,013百万円となりました。 
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 ③２６ページ (4)連結キャッシュ・フロー計算書 

正 誤 

連結除外子会社株式の売却による収入    186,708 連結除外子会社株式の売却による支出    186,708 

④３７ページ 注記事項（連結貸借対照表関係） 
当連結会計年度の欄の１担保及び担保付債務を以下のとおりに訂正。 

正 誤 

※１ 担保資産及び担保付債務 ※１ 担保資産及び担保付債務 

(1) 担保に供している資産 

定期預金         61,684千円 

   投資有価証券       3,642,870 

     計                  3,704,554 

 

(1) 担保に供している資産 

定期預金          61,684千円 

投資有価証券      3,699,528 

長期前払費用               13,129 

保険積立金                 69,266 

     計                   3,843,608 

(2) 担保資産に対応する債務 

         短期借入金               860,000 千円 

     長期借入金               420,000 

         (１年内返済予定分を含む) 

        計               1,280,000 

(2) 担保資産に対応する債務 

短期借入金                1,281,597千円 

   長期借入金          420,000 

     (１年内返済予定分を含む) 

      計         1,701,597 

⑤３８ページ 注記事項（連結貸借対照表関係） 
当連結会計年度の欄の６財務制限条項を以下のとおりに訂正。 

正 誤 

 ６ 財務制限条項  ６ 財務制限条項 

(1) ㈱三井住友銀行を主幹事とする 

平成 14年 11月 29日付シンジケート・ローン契約 

②当連結会計年度末残高 1,200百万円 

(1)㈱三井住友銀行を主幹事とする 

平成 14年 11月 29日付シンジケート・ローン契約 

②当連結会計期間末残高 1,650百万円 

(3)㈱みずほ銀行を主幹事とする 

平成 18年 1月 24日付シンジケート・ローン契約 

①特定融資枠契約の総額 2,150百万円 

②当連結会計年度末残高 1,843百万円 

③財務制限条項 

各決算期末日及び中間決算の日において貸借対

照表（連結・単体ベースの両方）の資本の部の金額

を平成 16年 5月決算期末日における資本の部の金

額の 75％以上に維持すること、及び損益計算書（連

結・単体ベースの両方）の経常損益について 2期連

続して損失を計上しないこと。      

(3)㈱みずほ銀行を主幹事とする 

平成 16年 9月 24日付シンジケート・ローン契約 

①特定融資枠契約の総額 2,500百万円 

②当連結会計期間末残高 1,843百万円 

③財務制限条項 

各決算期末日及び中間決算の日において貸借

対照表（連結・単体ベースの両方）の資本の部

の金額を平成 16年5月決算期末日における資本

の部の金額の 75％以上に維持すること、及び損

益計算書（連結・単体ベースの両方）の経常損

益について2期連続して損失を計上しないこと。 
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当連結会計年度の欄に ⑤（税効果会計関係）を以下のとおり追記。 

正 誤 

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（流動） 

未払事業税否認          5,798千円 

未払費用否認           3,504 

賞与引当金繰入超過額       24,243 

貸倒引当金繰入超過額           657,614 

売上訂正            13,440 

その他                          20,784 

繰延税金資産（流動）小計       725,386 

評価性引当額         △124,030 

繰延税金資産（流動）合計       601,356 

 

繰延税金負債（流動） 

仮払労働保険料                △11,191 

その他             △687 

繰延税金負債（流動）の合計    △11,879 

繰延税金資産（流動）の純額       589,476 

（記載なし） 
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正 誤 

繰延税金資産（固定） 

役員退職慰労引当金繰入超過額    107,218 

長期前払費用償却超過額      42,955 

貸倒引当金繰入超過額            706,321 

退職給付引当金繰入超過額         26,368 

減価償却超過額          15,021 

投資有価証券評価損        11,916 

出資金評価損                     10,994 

減損損失否認           45,509 

繰越欠損金                      846,820 

その他                            4,583 

繰延税金資産（固定）小計      1,817,710 

評価性引当額                △1,246,380 

繰延税金資産（固定）合計        571,329 

繰延税金負債との相殺額        △461,823 

 繰延税金資産（固定）の純額   109,506 

 

繰延税金負債（固定） 

その他有価証券評価差額     △912,001 

繰延税金負債（固定）の合計    △912,001 

  繰延税金資産との相殺額            461,823 

  繰延税金負債（固定）の純額   △450,178 

 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異原因となった主な項目別の内訳 

  税金等調整前当期純損失が計上されているため、

記載しておりません。 
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(2)「個別財務諸表の概要」の訂正 
① １８ページ 注記事項（貸借対照表関係） 
当事業年度の欄の１担保資産及び担保付債務、7財務制限条項の箇所を以下のとおりに訂正。 

正 誤 

※１ 担保に供している資産及び担保付債務は次の

とおりであります。 

※１ 担保に供している資産及び担保付債務は次

のとおりであります。 

(1) 担保に供している資産 

定期預金         41,681千円 

   投資有価証券       3,642,870 

     計                  3,684,551 

 

(1) 担保に供している資産 

定期預金          41,681千円 

投資有価証券      3,699,528 

長期前払費用               13,129 

保険積立金                 69,266 

     計                   3,823,606 

(2) 担保付債務 

         短期借入金               860,000 千円 

     長期借入金               240,000 

         (１年内返済予定分を含む) 

        計               1,100,000 

(2) 担保付債務 

短期借入金                1,281,597千円 

   長期借入金          240,000 

     (１年内返済予定分を含む) 

      計         1,521,597 

② ２０～２１ページ 注記事項（貸借対照表関係） 
当事業年度の欄の 7財務制限条項の箇所を以下のとおりに訂正。 

正 誤 

 ７ 財務制限条項  ７ 財務制限条項 

(1)㈱三井住友銀行を主幹事とする 

平成 14年 11月 29日付シンジケート・ローン契約 

②当事業年度末残高 1,200百万円 

(1)㈱三井住友銀行を主幹事とする 

平成 14年 11月 29日付シンジケート・ローン契約 

②当会計期間末残高 1,650百万円 

(3)㈱みずほ銀行を主幹事とする 

平成 18年 1月 24日付シンジケート・ローン契約 

①特定融資枠契約の総額 2,150百万円 

②当事業年度末残高   1,843百万円 

   ③財務制限条項 

各決算期末日及び中間決算の日において貸借対

照表（連結・単体ベースの両方）の資本の部の金

額を平成16年5月決算期末日における資本の部の

金額の 75％以上に維持すること、及び損益計算書

（連結・単体ベースの両方）の経常損益について 2

期連続して損失を計上しないこと。       

(3)㈱みずほ銀行を主幹事とする 

平成 16年 9月 24日付シンジケート・ローン契約 

①特定融資枠契約の総額 2,500百万円 

②当会計期間末残高   1,843百万円 

 ③財務制限条項 

各決算期末日及び中間決算の日において貸借

対照表（連結・単体ベースの両方）の資本の部

の金額を平成 16年5月決算期末日における資本

の部の金額の 75％以上に維持すること、及び損

益計算書（連結・単体ベースの両方）の経常損

益について2期連続して損失を計上しないこと。 
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③ ２６～２７ページ 注記事項（税効果会計関係） 
 当事業年度の欄を以下のとおりに訂正および追加 

正 誤 

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（流動）        （千円） 

未払事業税否認          4,852 

貸倒引当金繰入超過額           548,768 

売上訂正            13,440 

その他                          14,650 

繰延税金資産（流動）計         581,712 

 

繰延税金負債（流動） 

仮払労働保険料                 △11,191 

繰延税金負債（流動）計         △11,191 

  繰延税金資産（流動）の純額      570,520 

 

延税金資産（固定）               （千円） 

役員退職慰労引当金繰入超過額    107,218 

退職給付引当金繰入超過額         26,368 

減価償却超過額           4,718 

出資金評価損                     10,994 

貸倒引当金繰入超過額            706,528 

投資有価証券評価損        11,916 

子会社株式評価損        300,440 

減損損失否認           11,261 

繰越欠損金                       33,681 

その他                            4,341 

繰延税金資産（固定）小計        1,217,468 

評価性引当額                  △755,602 

繰延税金資産（固定）合計          461,865 

 

繰延税金負債（固定） 

その他有価証券評価差額     △911,779 

繰延税金負債（固定）計      △911,779 

繰延税金負債（固定）の純額   △449,913 

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（流動）       （千円） 

未払事業税否認             

貸倒引当金繰入超過額               

その他                             

  繰延税金資産（流動）計             

 

 

繰延税金負債（流動） 

仮払労働保険料                     

繰延税金負債（流動）の計          

  繰延税金資産（流動）の純額          

 

繰延税金資産（固定）                 （千円） 

役員退職慰労引当金繰入超過額         

退職給付引当金繰入超過額             

減価償却超過額              

出資金評価損               

有価証券評価差額金            

貸倒引当金繰入超過額                 

投資有価証券評価損            

  その他                                   

繰延税金資産（固定）小計                   

評価性引当額                             

繰延税金資産（固定）合計                   

 

 

 

繰延税金負債（固定） 

その他                            

繰延税金負債（固定）計            

繰延税金負債（固定）の純額        
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正 誤 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異原因となった主な項目別の内訳 

税引前当期純損失が計上されているため、記載

載しておりません。  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率              ％ 

交際費等永久に損金に算入されない 

項目 

住民税均等割 

評価性引当額 

留保金課税による差異 

追徴法人税等 

その他 

税効果会計適用後の法人税等の負担 

率    

 
以上 


