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各      位 

会 社 名 ヤマハ発動機株式会社
（コード番号　7272 東証第1部）
代表者名 代表取締役社長 梶川　隆
問合せ先 財務部長 久米　豊

（℡ 0538-32-1103）

 
 

（追加）『平成 18 年 12 月期 決算短信（連結）』等 

決算発表資料の一部追加について 
 

平成 19 年２月６日に開示しました「平成 18 年 12 月期 決算短信（連結）」並びに「平成 18

年 12 月期 個別財務諸表の概要」につき、添付別紙のとおり追加注記事項が確定しましたの

で、お知らせいたします。 

 

記 
 

追加事項 

Ⅰ．平成 18 年 12 月期 決算短信（連結） 

１．退職給付関係 

２．税効果会計関係 

Ⅱ．平成 18 年 12 月期 個別財務諸表の概要 

１．税効果会計関係 
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Ⅰ．平成18年12月期 決算短信（連結）の追加事項

１．退職給付関係

１．採用している退職給付制度の概要

     当社及び一部の国内連結子会社は、キャッシュバランス型の企業年金基金制度及び退職一時金制度、一部の国内連結子会社

　　 は、確定給付型の制度として企業年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けています。

     また、一部の在外連結子会社は、確定給付型制度の他、確定拠出型制度を設けています。

2．退職給付債務に関する事項 （単位：百万円）

当連結会計年度 前連結会計年度

（平成18年12月31日） （平成17年12月31日）

(1) 退職給付債務 △145,963 △141,806

(2) 年金資産 110,344 102,133

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2) △35,619 △39,672

(4) 未認識数理計算上の差異 4,418 9,505

(5) 未認識過去勤務債務 △2,021 △2,013

(6) 連結貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5) △33,222 △32,179

(7) 前払年金費用 782 27

(8) 退職給付引当金(6)－(7) △34,004 △32,207

（注）　一部の連結子会社は、退職給 （注）　　　　同左

　　　　付債務の算定にあたり、簡便法

　　　　を採用しています。

3.　退職給付費用に関する事項 （単位：百万円）

当連結会計年度 前連結会計年度

（自　平成18年1月1日 （自　平成17年1月1日

　　  至　平成18年12月31日） 　　  至　平成17年12月31日）

(1) 勤務費用 6,057 5,690

(2) 利息費用 3,095 3,066

(3) 期待運用収益 △2,094 △2,279

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 2,427 3,774

(5) 過去勤務債務の費用処理額 △417 △129

(6) 退職給付費用(1)+(2)+(3)+(4)+(5) 9,069 10,122

（注）1　上記退職給付費用以外に、 （注）1　上記退職給付費用以外に、

　　　　　臨時に計上した割増金等 　　　　　臨時に計上した割増金等

　　　　　2,440百万円を営業外費用 　　　　　1,214百万円を営業外費用

　　　　　の「早期退職制度費用」に 　　　　　の「早期退職制度費用」に

　　　　　計上しています。 　　　　　計上しています。

　　　２　簡便法を採用している連結       ２ 　　　　同左

　　　　　子会社の退職給付費用は、

　　　　　（1）勤務費用に計上してい

　　　　　ます。

4.　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当連結会計年度 前連結会計年度

（自　平成18年1月1日 （自　平成17年1月1日

　　  至　平成18年12月31日） 　　  至　平成17年12月31日）

(1)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

(2)割引率 主として2.0％ 同左

(3)期待運用収益率 主として1.9％ 主として2.5％

(4)数理計算上の差異の処理年数 主として10年（発生時の従業員の平 同左

均残存勤務期間内の一定の年数に

よる定額法により、翌連結会計年度

から費用処理）

(5)過去勤務債務の額の処理年数 主として10年（発生時の従業員の平 同左

均残存勤務期間内の一定の年数に

よる定額法）
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　２．税効果会計関係

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

繰延税金資産 繰延税金資産
未払金・未払費用 12,514 未払金・未払費用 12,198
退職給付引当金 11,362 退職給付引当金 11,050
製品保証引当金 10,145 減価償却超過額 8,567
減価償却超過額 8,585 製品保証引当金 7,991
未実現利益 7,023 たな卸資産評価損 3,408
たな卸資産評価損 4,713 未実現利益 2,983
賞与引当金 2,847 賞与引当金 2,756
有価証券評価損 1,189 貸倒引当金 954
貸倒引当金 484 有価証券評価損 884
その他 11,019 固定資産減損損失 351

繰延税金資産小計 69,885 その他 9,727
評価性引当額 △ 1,867 繰延税金資産小計 60,875
繰延税金資産合計 68,018 評価性引当額 △ 3,631

繰延税金資産合計 57,244
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △ 4,434 繰延税金負債
減価償却費 △ 3,156 減価償却費 △ 6,028
圧縮記帳積立金 △ 273 その他有価証券評価差額金 △ 3,917
特別償却準備金 △ 24 圧縮記帳積立金 △ 207
その他 △ 7,286 特別償却準備金 △ 54

繰延税金負債合計 △ 15,176 その他 △ 4,479
繰延税金負債合計 △ 14,687

繰延税金資産の純額 65,327
繰延税金負債の純額 △ 12,485 繰延税金資産の純額 48,684

繰延税金負債の純額 △ 6,126

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 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
との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳 主要な項目別の内訳

（単位：％） （単位：％）

法定実効税率 39.7 法定実効税率 39.7
（調整） （調整）
持分法投資損益 △ 0.4 持分法投資損益 △ 0.4
連結子会社当期純損失 2.0 連結子会社当期純損失 2.3
評価性引当額 △ 1.5 評価性引当額 △ 0.3
連結財務諸表提出会社における外国 連結財務諸表提出会社における外国
間接税等の税額控除 間接税等の税額控除
在外連結子会社の税率差異等 △ 6.3 一時差異でない申告調整等 △ 4.8
その他 0.5 税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.3

前連結会計年度当連結会計年度
（平成17年12月31日）（平成18年12月31日）

△ 4.7

（単位：百万円）（単位：百万円）

△ 3.5
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Ⅱ．平成18年12月期 個別財務諸表の概要の追加事項

  １．税効果会計関係

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

繰延税金資産 繰延税金資産
有価証券評価損 12,071 有価証券評価損 12,177
退職給付引当金 9,364 退職給付引当金 8,698
製品保証引当金 8,185 減価償却超過額 6,538
減価償却超過額 6,694 製品保証引当金 5,336
未払金・未払費用 2,764 未払金・未払費用 1,881
賞与引当金 1,830 賞与引当金 1,711
繰延ヘッジ損益 1,305 たな卸資産評価損 760
たな卸資産評価損 824 貸倒引当金 684
製造物賠償責任引当金 482 固定資産減損損失 325
その他 1,676 その他 3,201

繰延税金資産小計 45,200 繰延税金資産小計 41,316
評価性引当額 △ 12,992 評価性引当額 △ 14,697
繰延税金資産合計 32,208 繰延税金資産合計 26,618

繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △ 4,325 その他有価証券評価差額金 △ 3,835
有価証券評価損 △ 2,997 有価証券評価損 △ 3,300
圧縮記帳積立金 △ 273 圧縮記帳積立金 △ 207
特別償却準備金 △ 24 特別償却準備金 △ 54

繰延税金負債合計 △ 7,621 繰延税金負債合計 △ 7,398

繰延税金資産の純額 24,586 繰延税金資産の純額 19,220

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 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
との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳 主要な項目別の内訳

（単位：％） （単位：％）

法定実効税率 39.7 法定実効税率 39.7
（調整） （調整）
交際費等永久に損金算入されない項目 1.5 交際費等永久に損金算入されない項目 2.0
受取配当金等永久に益金算入されない項目 △ 2.0 受取配当金等永久に益金算入されない項目 △ 1.7
住民税均等割 0.1 住民税均等割 0.2
評価性引当額 △ 5.4 評価性引当額 1.9
外国間接税等の税額控除 △ 17.4 外国間接税等の税額控除 △ 15.8
その他 △ 0.2 その他 0.8

税効果会計適用後の法人税等の負担率 16.3 税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.1

当事業年度 前事業年度

（単位：百万円） （単位：百万円）

（平成17年12月31日）（平成18年12月31日）
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