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平成19年 3月26日 

各  位 

会  社  名 佐 渡 汽 船 株 式 会 社 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 戸 田 正 之

ＪＡＳＤＡＱ・コード  ９１７６ 

問 合 せ 先   

役職・氏名 常務取締役総務部長 池 田 謙 一

電   話 ０２５－２４５－２３１１ 

 
（訂正）「平成18年12月期 決算短信（連結）」および 

「平成18年12月期 個別財務諸表の概要」の一部訂正について 

 

 平成18年2月27日発表の「平成18年12月期 決算短信（連結）」および「平成18年12月期 個別財務諸表の概要」

につきまして、数値の誤入力及び記載方に誤りがありましたので訂正いたします。 

なお、訂正箇所は     で示しております。 

 

記 
 

Ⅰ 平成１８年１２月期 決算短信（連結） 

１． ４．連結財務諸表等 

     (1) 連結財務諸表 

      ④ 連結株主資本等変動計算書 

  （訂正前）  （１８ページ）                   単位：千円（千円未満切捨） 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成17年12月31日残高 48,987 48,987 300,567 1,654,876

連結会計年度中の変動額  

 連結子会社の増加  27,200

 持分法適用会社の増加  △15,083

 持分法適用会社の減少  5,149

 持株比率の増加  △238

 当期純損失  △1,664,857

 自己株式の取得  △11

 自己株式の売却  311

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

△13,982 △13,982 102,093 88,111

連結会計年度中の変動額合計 △13,982 △13,982 102,093 △1,559,419

平成18年12月31日残高 35,005 35,005 402,660 95,457
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  （訂正後）                            単位：千円（千円未満切捨） 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成17年12月31日残高 48,987 48,987 300,567 1,654,876

連結会計年度中の変動額  

 連結子会社の増加  27,200

 持分法適用会社の増加  △15,083

 持分法適用会社の減少  5,148

 持株比率の増加  △238

 当期純損失  △1,664,857

 自己株式の取得  △11

 自己株式の売却  311

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

△13,982 △13,982 102,093 88,111

連結会計年度中の変動額合計 △13,982 △13,982 102,093 △1,559,419

平成18年12月31日残高 35,005 35,005 402,660 95,457

 

 ２． 会計処理の変更 

  （訂正前）  （３０ページ） 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

 

                 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第

６号）を適用しております。 

 これに伴い、減損損失を計上した資産グループの資産

について、経済的残存使用年数と減価償却に用いられて

いる残存年数との乖離が明らかなものについて耐用年数

の変更を行なっております。 

 以上の結果、営業損失は10,418千円増加し、経常損失

は2,438千円減少し、税金等調整前当期純損失は

1,206,387千円増加しております。 

 なお、減損損失累計額につきましては、改正後の連結

財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除してお

ります。 

 

 

                 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用

指針第８号）を適用しております。 
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 これによる連結損益に与える影響はありません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、

△307,203千円であります。 

 連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度にお

ける連結貸借対照表の「純資産の部」については改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。 

 連結財務諸表規則の改正による連結貸借対照表の表示

に関する変更は以下のとおりであります。 

  １ 従来の「資本の部」は当連結会計年度より「純

資産の部」となり、「純資産の部」は「株主資

本」、「評価・換算差額等」及び「少数株主持

分」（従来は「負債の部」と「資本の部」の間に

表示しておりました。）に分類して表示しており

ます。 

  ２ 従来独立掲記しておりました「資本金」、「利

益剰余金」、及び「自己株式」は当連結会計年度

より「株主資本」の内訳科目として表示しており

ます。 

  ３ 従来「利益剰余金」の次に表示しておりました

「その他有価証券評価差額金」は「評価・換算差

額等」の内訳科目として表示しております。 

 

 

  （訂正後）   

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

 

                 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第

６号）を適用しております。 

 これに伴い、減損損失を計上した資産グループの資産

について、経済的残存使用年数と減価償却に用いられて

いる残存年数との乖離が明らかなものについて耐用年数

の変更を行なっております。 

 以上の結果、売上総利益は10,804千円、営業利益は

10,418千円、経常損失は2,438千円それぞれ減少し、税

金等調整前当期純損失は1,206,387千円増加しておりま

す。 

 なお、減損損失累計額につきましては、改正後の連結

財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除してお

ります。 
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（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用

指針第８号）を適用しております。 

 これによる連結損益に与える影響はありません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、

△307,203千円であります。 

 連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度にお

ける連結貸借対照表の「純資産の部」については改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。 

 連結財務諸表規則の改正による連結貸借対照表の表示

に関する変更は以下のとおりであります。 

  １ 従来の「資本の部」は当連結会計年度より「純

資産の部」となり、「純資産の部」は「株主資

本」、「評価・換算差額等」及び「少数株主持

分」（従来は「負債の部」と「資本の部」の間に

表示しておりました。）に分類して表示しており

ます。 

  ２ 従来独立掲記しておりました「資本金」、「資

本剰余金」、「利益剰余金」、及び「自己株式」

は当連結会計年度より「株主資本」の内訳科目と

して表示しております。 

  ３ 従来「利益剰余金」の次に表示しておりました

「その他有価証券評価差額金」は「評価・換算差

額等」の内訳科目として表示しております。 

 

 

 ３． 注記事項（連結貸借対照表関係） 

  （訂正前） ３２ページ 

単位：千円（千円未満切捨） 
前連結会計年度 
(平成17年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年12月31日) 

※３ 関係会社株式 

非連結子会社及び関連会社に 
係るもの 

8,754  

計 8,754 

  
 

※３ 関係会社株式 

非連結子会社及び関連会社に 
係るもの 

13,178  

計 13,178 

  
 

 

  （訂正後） 

単位：千円（千円未満切捨） 
前連結会計年度 
(平成17年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年12月31日) 

※３ 関係会社株式 

非連結子会社及び関連会社に 
係るもの 

8,754  

計 8,754 

  
 

※３ 関係会社株式 

関連会社に係るもの 13,178  

計 13,178 
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 ４． 注記事項（リース取引関係） 

  （訂正前）  （４１ページ） 

単位：千円（千円未満切捨） 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  

 
取得価額

相当額 

減価償却 

累計額 

相当額 

期末残高

相当額 

車両・運搬具 110,736 51,050 59,685

器具・備品 203,145 101,741 101,404

合計 313,881 152,792 161,089
 

 
車両及び

運搬具 

器具及び 

備品 
合計  

取得価格相当額 113,910 191,222 305,132  

減価償却累計額

相当額 
43,270 94,988 138,258  

減損損失累計額

相当額 
55,658 ― 55,658  

期末残高相当額 14,981 96,234 111,216  

 
  

 

  （訂正後）   

単位：千円（千円未満切捨） 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  

 
取得価額

相当額 

減価償却 

累計額 

相当額 

期末残高

相当額 

車両・運搬具 110,736 51,050 59,685

器具・備品 203,145 101,741 101,404

合計 313,881 152,792 161,089
 

 
車両及び

運搬具 

器具及び 

備品 
合計  

取得価額相当額 113,910 191,222 305,132  

減価償却累計額

相当額 
43,270 94,988 138,258  

減損損失累計額

相当額 
55,658 ― 55,658  

期末残高相当額 14,981 96,234 111,216  
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５． 注記事項(税効果会計関係) 

  （訂正前）  （４８ページ） 

単位：千円（千円未満切捨） 
前連結会計年度 
(平成17年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年12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 

 

繰延税金資産（流動）  

 繰延税金資産 

  未払事業税 5,972  

  未払事業所税 2,963 

  貸倒引当金損金算入限度超過額 140 

  税務上繰越欠損金 293,415 

  その他 288 

 繰延税金資産（流動）の合計 302,780 

評価性引当額 △140 

繰延税金資産（流動）の連結貸借 
対照表計上額 

302,640 

  

繰延税金負債（流動）  

 繰延税金負債  

  仮払事業税 9 

 繰延税金負債（流動）の合計 9 

  

繰延税金資産（固定） 

 繰延税金資産 

  退職給付引当金損金算入限度超
過額 

759,451  

  役員退職給与引当金損金算入限
度超過額 

24,121 

  特別修繕引当金損金算入限度超
過額 

11,353 

  株式評価損 33,321 

  減価償却超過額 18,873 

  税務上繰越欠損金 35,289 

  その他 2,223 

 繰延税金負債（固定）  

  その他有価証券評価差額金 △33,247 

 繰延税金資産（固定）の純額 851,387 

評価性引当額 △813,188 

繰延税金資産（固定）の連結貸借 
対照表計上額 

38,199 

  

 
 

 
 

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）  

 繰延税金資産 

  未払事業税 3,646  

  未払事業所税 2,911 

  貸倒引当金損金算入限度超過額 194 

  債務保証損失引当金 166,390 

  関係会社整理損失引当金 81,043 

  税務上繰越欠損金 89,842 

  その他 121 

 繰延税金資産（流動）の合計 344,150 

評価性引当額 △344,150 

繰延税金資産（流動）の連結貸借 
対照表計上額 

― 

  

繰延税金負債（流動）  

 繰延税金負債  

  仮払事業税 21 

 繰延税金負債（流動）の合計 21 

  

繰延税金資産（固定） 

 繰延税金資産 

  退職給付引当金 900,870  

  役員退職給与引当金 35,900 

  特別修繕引当金損金算入限度超
過額 

9,478 

  株式評価損 42,842 

  減価償却超過額 

  (土地を除く減損損失を含む） 
223,822 

  減損損失（土地） 106,692 

  貸倒引当金損金算入限度超過額 22,479 

  会員権評価損 1,010 

  税務上繰越欠損金 25,940 

  その他 2,223 

 繰延税金資産（固定）の合計 1,371,261 

評価性引当額 △1,371,261 

繰延税金資産（固定）の連結貸借 
対照表計上額 

― 
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  （訂正後）   

単位：千円（千円未満切捨） 
前連結会計年度 
(平成17年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年12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 

 

繰延税金資産（流動）  

 繰延税金資産 

  未払事業税 5,972  

  未払事業所税 2,963 

  貸倒引当金損金算入限度超過額 140 

  税務上繰越欠損金 293,415 

  その他 288 

 繰延税金資産（流動）の合計 302,780 

評価性引当額 △140 

繰延税金資産（流動）の連結貸借 
対照表計上額 

302,640 

  

繰延税金負債（流動）  

 繰延税金負債  

  仮払事業税 9 

 繰延税金負債（流動）の合計 9 

  

繰延税金資産（固定） 

 繰延税金資産 

  退職給付引当金損金算入限度超
過額 

759,451  

  役員退職給与引当金損金算入限
度超過額 

24,121 

  特別修繕引当金損金算入限度超
過額 

11,353 

  株式評価損 33,321 

  減価償却超過額 18,873 

  税務上繰越欠損金 35,289 

  その他 2,223 

 繰延税金負債（固定）  

  その他有価証券評価差額金 △33,247 

 繰延税金資産（固定）の純額 851,387 

評価性引当額 △813,188 

繰延税金資産（固定）の連結貸借 
対照表計上額 

38,199 

  

 
 

 
 

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）  

 繰延税金資産 

  未払事業税 3,646  

  未払事業所税 2,911 

  貸倒引当金損金算入限度超過額 194 

  債務保証損失引当金 166,390 

  関係会社整理損失引当金 81,043 

  税務上繰越欠損金 91,470 

  その他 121 

 繰延税金資産（流動）の合計 345,779 

評価性引当額 △344,438 

繰延税金資産（流動）の連結貸借 
対照表計上額 

1,341 

  

繰延税金負債（流動）  

 繰延税金負債  

  仮払事業税 21 

 繰延税金負債（流動）の合計 21 

  

繰延税金資産（固定） 

 繰延税金資産 

  退職給付引当金 900,870  

  役員退職給与引当金 35,900 

  特別修繕引当金損金算入限度超
過額 

9,478 

  株式評価損 42,899 

  減価償却超過額 

  (土地を除く減損損失を含む） 
223,822 

  減損損失（土地） 106,692 

  貸倒引当金損金算入限度超過額 22,479 

  会員権評価損 1,010 

  税務上繰越欠損金 24,599 

  その他 2,223 

 繰延税金資産（固定）の合計 1,369,977 

評価性引当額 △1,365,607 

繰延税金資産（固定）の連結貸借 
対照表計上額 

4,370 
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６． 注記事項（セグメント情報） 

  （訂正前）  （５１ページ） 

当連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

単位：千円（千円未満切捨） 

 海運業 その他事業 計 消去又は全社 連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
8,733,397 711,677 9,445,074 ― 9,445,074

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
924 381,771 382,695 ( 382,695) ―

計 8,734,321 1,093,448 9,827,769 ( 382,695) 9,445,074

営業費用 8,534,040 1,033,106 9,567,146 ( 396,008) 9,171,138

営業利益 200,281 60,342 260,623 13,313 273,936

Ⅱ 資産、減価償却費、 

  減損損失及び資本的支出
  

資産 13,134,738 1,050,506 14,185,244 291,318 14,476,562

減価償却費 1,170,139 33,292 1,203,431 6,517 1,209,948

減損損失 1,184,566 69,111 1,253,677 ― 1,253,677

資本的支出 112,206 19,892 132,098 ― 132,098

(注) １ 事業区分の方法 

事業区分は、役務の種類・性質及び類似性を考慮して、海運業、その他事業に区分しております。 

           なお、当事業年度において連結範囲の変更を行ない、非連結子会社３社を連結の範囲に含めております。

この結果、その他事業の売上高が159,543千円、営業費用が147,359千円、営業利益が12,184千円、資産が

163,031千円、減価償却費が575千円それぞれ増加しております。 

 

  （訂正後） 

当連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

単位：千円（千円未満切捨） 

 海運業 その他事業 計 消去又は全社 連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
8,733,397 711,677 9,445,074 ― 9,445,074

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
924 381,771 382,695 ( 382,695) ―

計 8,734,321 1,093,448 9,827,769 ( 382,695) 9,445,074

営業費用 8,534,040 1,033,106 9,567,146 ( 396,008) 9,171,138

営業利益 200,281 60,342 260,623 13,313 273,936

Ⅱ 資産、減価償却費、 

  減損損失及び資本的支出
  

資産 13,134,738 1,050,506 14,185,244 291,318 14,476,562

減価償却費 1,170,139 33,292 1,203,431 6,517 1,209,948

減損損失 1,184,566 69,111 1,253,677 ― 1,253,677

資本的支出 116,548 20,192 136,740 ― 136,740
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(注) １ 事業区分の方法 

事業区分は、役務の種類・性質及び類似性を考慮して、海運業、その他事業に区分しております。 

           なお、当連結会計年度において連結範囲の変更を行ない、非連結子会社３社を連結の範囲に含めており

ます。この結果、その他事業の売上高が159,543千円、営業費用が147,359千円、営業利益が12,184千円、

資産が163,031千円、減価償却費が575千円それぞれ増加しております。 

     当連結会計年度より固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。これに伴い、減損損失を計上

した資産グループの資産について経済的残存使用年数と減価償却に用いられている残存年数との乖離が明

らかなものについて耐用年数の変更を合わせて行なっております。以上の結果、海運業セグメントでは営

業費用が34,444千円増加し、営業利益は34,444千円減少しております。また、減価償却費は34,444千円増

加し、資産は573,128千円減少しております。その他事業セグメントでは営業費用が24,026千円減少し、営

業利益は24,026千円増加しております。また、減価償却費は6,405千円、資産は6,569千円それぞれ減少し

ております。 

 

 ６． 注記事項（関連当事者との取引） 

  （訂正前）  （５２ページ） 

当連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

単位：千円（千円未満切捨） 

関係内容 

属性 
会 社等

の名称 
住所 

資 本 金

又 は 出

資金 

事 業の

内容又

は職業 

議決権の

所有（被

所有）割

合（％）

役員の 

兼任 

事業場

の関係

取引の 

内容 
取引金額 科目 期末残高 

関連 

会社 

三 盛館

㈱ 

新潟県 

新潟市 
71,000 印刷業 

20.07％ 

（直接 

10.56％）

なし なし 
運転資金

貸付等 
84,142 

破産・

更生 

債権等 

36,786 

 

  （訂正後）   

当連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

単位：千円（千円未満切捨） 

関係内容 

属性 
会 社等

の名称 
住所 

資 本 金

又 は 出

資金 

事 業の

内容又

は職業 

議決権の

所有（被

所有）割

合（％）

役員の 

兼任 

事業上

の関係

取引の 

内容 
取引金額 科目 期末残高 

関連 

会社 

三 盛館

㈱ 

新潟県 

新潟市 
71,000 印刷業 

（所有）

20.07％ 

［直接 

10.56％］

なし なし 
運転資金

貸付等 
84,142 

破産・

更生 

債権等 

36,786 
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Ⅱ 平成１８年１２月期 個別財務諸表の概要 

 １． 注記事項（税効果会計関係） 

  （訂正前）  （８０ページ） 

単位：千円（千円未満切捨） 
前事業年度 

(平成17年12月31日) 
当事業年度 

(平成18年12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 

 

繰延税金資産（流動）  

  未払事業税 5,972  

  未払事業所税 2,963 

  貸倒引当金損金算入限度超過額 78 

  税務上繰越欠損金 290,184 

  その他 288 

 繰延税金資産（流動）の合計 299,487 

評価性引当額 △78 

繰延税金資産（流動）の貸借対照表
計上額 

299,408 

 

繰延税金資産（固定） 

 繰延税金資産 

  退職給付引当金損金算入限度超
過額 

749,593  

  役員退職給与引当金損金算入限
度超過額 

22,540 

  特別修繕引当金損金算入限度超
過額 

11,353 

  株式評価損 29,642 

  減価償却超過額 17,917 

  その他 2,223 

 繰延税金負債  

  その他有価証券評価差額金 △33,247 

 繰延税金資産（固定）の純額 800,023 

評価性引当額 △763,781 

繰延税金資産（固定）の貸借対照表
計上額 

36,242 

  

  
 

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 3,646  

  未払事業所税 2,911 

  貸倒引当金損金算入限度超過額 155 

  債務保証損失引当金 166,390 

  関係会社整理損失引当金 81,043 

  税務上繰越欠損金 89,842 

  その他 121 

 繰延税金資産（流動）の合計 344,111 

評価性引当額 △344,111 

繰延税金資産（流動）の貸借対照表計
上額 

― 

 

繰延税金資産（固定） 

 繰延税金資産 

  退職給付引当金 883,124  

  役員退職給与引当金 32,563 

  特別修繕引当金損金算入限度超過
額 

9,478 

  株式評価損 32,472 

  減価償却超過額 
  （土地を除く減損損失を含む） 

204,510 

  減損損失（土地） 106,692 

  貸倒引当金損金算入限度超過額 14,907 

  その他 2,223 

 繰延税金資産（固定）の合計 1,285,973 

評価性引当額 △1,285,973 

繰延税金資産（固定）の貸借対照表計
上額 

― 

  

繰延税金負債（固定）  

  その他有価証券評価差額金 23,758 

 繰延税金負債（固定）の合計 23,758 

  
 

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異発生原因の主な項目別の内訳 

 

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異については、税引前当期純損失が計上され

ているため記載を省略しております。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異発生原因の主な項目別の内訳 

 

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異については、税引前当期純損失が計上され

ているため記載を省略しております。 
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  （訂正後）   

単位：千円（千円未満切捨） 
前事業年度 

(平成17年12月31日) 
当事業年度 

(平成18年12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 

 

繰延税金資産（流動）  

  未払事業税 5,972  

  未払事業所税 2,963 

  貸倒引当金損金算入限度超過額 78 

  税務上繰越欠損金 290,184 

  その他 288 

 繰延税金資産（流動）の合計 299,487 

評価性引当額 △78 

繰延税金資産（流動）の貸借対照表
計上額 

299,408 

 

繰延税金資産（固定） 

 繰延税金資産 

  退職給付引当金損金算入限度超
過額 

749,593  

  役員退職給与引当金損金算入限
度超過額 

22,540 

  特別修繕引当金損金算入限度超
過額 

11,353 

  株式評価損 29,642 

  減価償却超過額 17,917 

  その他 2,223 

 繰延税金負債  

  その他有価証券評価差額金 △33,247 

 繰延税金資産（固定）の純額 800,023 

評価性引当額 △763,781 

繰延税金資産（固定）の貸借対照表
計上額 

36,242 

  

  
 

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 3,646  

  未払事業所税 2,911 

  貸倒引当金損金算入限度超過額 155 

  債務保証損失引当金 166,390 

  関係会社整理損失引当金 81,043 

  税務上繰越欠損金 90,129 

  その他 121 

 繰延税金資産（流動）の合計 344,399 

評価性引当額 △344,399 

繰延税金資産（流動）の貸借対照表計
上額 

― 

 

繰延税金資産（固定） 

 繰延税金資産 

  退職給付引当金 883,124  

  役員退職給与引当金 32,563 

  特別修繕引当金損金算入限度超過
額 

9,478 

  株式評価損 32,529 

  減価償却超過額 
  （土地を除く減損損失を含む） 

204,510 

  減損損失（土地） 106,692 

  貸倒引当金損金算入限度超過額 14,907 

  その他 2,223 

 繰延税金資産（固定）の合計 1,286,030 

評価性引当額 △1,286,030 

繰延税金資産（固定）の貸借対照表計
上額 

― 

  

繰延税金負債（固定）  

  その他有価証券評価差額金 23,758 

 繰延税金負債（固定）の合計 23,758 

  
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異発生原因の主な項目別の内訳 

 

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異については、税引前当期純損失が計上され

ているため記載を省略しております。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異発生原因の主な項目別の内訳 

 

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異については、税引前当期純損失が計上され

ているため記載を省略しております。 

以 上 


