
 

 平成18年12月8日 

 

各  位 

 

（訂正）平成18年９月期決算短信（連結）の一部訂正 

 

会 社 名 平 和 奥 田 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 奥 宗嗣 

（コード番号 1790 大証第２部） 

問合せ先 常務取締役総務部長 上原 平太郎 

（TEL 0748-22-2431） 

 

平成18年11月24日に発表いたしました「平成18年９月期決算短信（連結）」の内容につきまして、一部訂正する箇所がございま

したので、下記の通りお知らせいたします。 

 なお、訂正箇所は下線にて表示しております。 

 

 

 

４．連結財務諸表等 

② 有価証券関係 

有価証券 

 
【訂正前】 

 

４．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

売却額（千円） 
売却益の合計額 

（千円） 

売却損の合計額 

（千円） 
売却額（千円） 

売却益の合計額 

（千円） 

売却損の合計額 

（千円） 

－ － － 21,854 16,266 －

 

 

 

【訂正後】 

 

４．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成17年10月１日 至 平成18年９月30日） 

売却額（千円） 
売却益の合計額 

（千円） 

売却損の合計額 

（千円） 
売却額（千円） 

売却益の合計額 

（千円） 

売却損の合計額 

（千円） 

－ － － 21,900 16,266 －
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⑤ 税効果会計関係 
【訂正前】 

前連結会計年度 

 （平成17年９月30日） 

当連結会計年度 

 （平成18年９月30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 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

（単位：千円） （単位：千円）

繰延税金資産 
  

完成工事補償引当金損金算入限

度超過額 
4,993 

貸倒引当金損金算入限度超過額 81,135 

賞与引当金損金算入限度超過額 21,835 

役員退職慰労引当金損金算入

限度超過額 
21,896 

収益認識差異 333,189 

未払工事成果報酬 51,442 

減価償却超過額 13,852 

繰越欠損金 12,513 

その他 54,025 

繰延税金資産小計 594,885 

評価性引当額 △16,530 

繰延税金資産合計 578,354 

繰延税金負債 
  

買換資産圧縮積立金 △42,269 

その他有価証券評価差額金 △24,465 

繰延税金負債合計 △66,734 

繰延税金資産の純額 511,620  

繰延税金資産 
  

完成工事補償引当金損金算入限

度超過額 
6,262 

貸倒引当金損金算入限度超過額 59,604 

賞与引当金損金算入限度超過額 25,779 

未払工事成果報酬 44,650 

減価償却超過額 13,349 

減損損失 175,038 

繰越欠損金 122,124 

その他 81,914 

繰延税金資産小計 528,724 

評価性引当額 △113,744

繰延税金資産合計 414,974 

繰延税金負債 
  

買換資産圧縮積立金 △42,269 

その他有価証券評価差額金 △14,765 

繰延税金負債合計 △57,034 

繰延税金資産の純額 357,940  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率との差異の

原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率との差異の

原因となった主な項目別の内訳 

   当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上した

ため、主な項目別の内訳は記載していない。 

法定実効税率 40.4％

（調整）   

住民税均等割等 7.3 

当期納付事業税等 △7.9 

受取配当金等永久に損金に算入されな

い項目 
△0.1 

交際費等永久に損金算入されない項目 13.4 

減損損失等税効果未認識 42.3 

その他 0.6 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 96.0  
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【訂正後】 

前連結会計年度 

 （平成17年９月30日） 

当連結会計年度 

 （平成18年９月30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 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

（単位：千円） （単位：千円）

繰延税金資産 
  

完成工事補償引当金損金算入限

度超過額 
4,993 

貸倒引当金損金算入限度超過額 81,135 

賞与引当金損金算入限度超過額 21,835 

役員退職慰労引当金損金算入

限度超過額 
21,896 

収益認識差異 333,189 

未払工事成果報酬 51,442 

減価償却超過額 13,852 

繰越欠損金 12,513 

その他 54,025 

繰延税金資産小計 594,885 

評価性引当額 △16,530 

繰延税金資産合計 578,354 

繰延税金負債 
  

買換資産圧縮積立金 △42,269 

その他有価証券評価差額金 △24,465 

繰延税金負債合計 △66,734 

繰延税金資産の純額 511,620  

繰延税金資産 
  

完成工事補償引当金損金算入限

度超過額 
6,262 

貸倒引当金損金算入限度超過額 59,604 

賞与引当金損金算入限度超過額 25,779 

未払工事成果報酬 44,650 

減価償却超過額 13,349 

減損損失 175,038 

繰越欠損金 122,124 

その他 81,914 

繰延税金資産小計 528,724 

評価性引当額 △113,749

繰延税金資産合計 414,974 

繰延税金負債 
  

買換資産圧縮積立金 △42,269 

その他有価証券評価差額金 △14,765 

繰延税金負債合計 △57,034 

繰延税金資産の純額 357,940  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率との差異の

原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率との差異の

原因となった主な項目別の内訳 

   当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上した

ため、主な項目別の内訳は記載していない。 

法定実効税率 40.4％

（調整）   

住民税均等割等 7.3 

当期納付事業税等 △7.9 

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目 
△0.1 

交際費等永久に損金に算入されない項

目 
13.4 

減損損失等税効果未認識 42.3 

その他 0.6 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 96.0  

以  上 
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