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「平成18年３月期決算短信（連結）」の一部訂正について 

 

 

平成18年５月11日付で発表いたしました「平成18年３月期決算短信（連結）」に一部記載

誤りがありましたので、下記および別紙のとおり訂正致します。なお、訂正箇所は下線を付し

て表示しております。 

 

 

記 

 

 

１．訂正する部分 

① 平成18年３月期決算短信（連結） 41頁 

「４．連結財務諸表等 Ⅲ．注記事項（その他）④ 税効果会計」 

 

② 平成18年３月期決算短信（連結） 52頁 

「個別財務諸表の概要 １．個別財務諸表等 Ⅲ．注記事項（その他）③ 税効果会計」 

 

 

２．訂正する内容 

別紙資料をご確認ください。 

 

 

 

－ 以 上 － 

 

 



（ 別 紙 ） 
（訂正前） （訂正後） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３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 

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）  

固定資産償却超過額 3,387百万円 

繰越欠損金 3,261 

前渡金評価損 1,891 

たな卸資産評価損 1,785 

未払賞与 1,525 

貸倒引当金繰入超過額 1,357 

減損損失 1,312 

未払事業税等 844 

退職給付引当金 775 

繰延資産償却超過額 764 

研究開発費 497 

その他 4,420 

繰延税金資産小計 21,823 

評価性引当額 △9,476 

繰延税金資産合計 12,346 

（繰延税金負債）  

在外子会社の留保利益金 △4,511 

その他有価証券評価差額金 △3,388 

たな卸資産損金算入額 △1,198 

固定資産圧縮積立金 △163 

その他 △39 

繰延税金負債合計 △9,301 

繰延税金資産の純額 3,044 
   

 
 （繰延税金資産）  

固定資産償却超過額 3,387百万円 

繰越欠損金 3,261 

前渡金評価損 1,891 

たな卸資産評価損 1,785 

未払賞与 1,525 

貸倒引当金繰入超過額 1,357 

未払事業税等 844 

退職給付引当金 775 

繰延資産償却超過額 764 

減損損失 655 

研究開発費 497 

その他 4,452 

繰延税金資産小計 21,197 

評価性引当額 △8,851 

繰延税金資産合計 12,346 

（繰延税金負債）  

在外子会社の留保利益金 △4,511 

その他有価証券評価差額金 △3,388 

たな卸資産損金算入額 △1,198 

固定資産圧縮積立金 △163 

その他 △39 

繰延税金負債合計 △9,301 

繰延税金資産の純額 3,044 
 

当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結

貸借対照表の以下の項目として表示されております。 

当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結

貸借対照表の以下の項目として表示されております。 
 

流動資産－繰延税金資産 7,037百万円 

固定資産－繰延税金資産 3,901 

流動負債－その他（繰延税金負債） 1,301 

固定負債－繰延税金負債 6,592 
  

 
流動資産－繰延税金資産 7,037百万円 

固定資産－繰延税金資産 3,901 

流動負債－その他（繰延税金負債） 1,301 

固定負債－繰延税金負債 6,592 
 

上記のほか、「再評価に係る繰延税金資産」として計

上している土地の再評価に係る繰延税金資産及び繰延税

金負債の内訳は以下のとおりです。 

上記のほか、「再評価に係る繰延税金資産」として計

上している土地の再評価に係る繰延税金資産及び繰延税

金負債の内訳は以下のとおりです。 
  
土地の再評価に係る繰延税金資産 9,323百万円

評価性引当額 △9,122 

 繰延税金資産合計 200 

土地の再評価に係る繰延税金負債 △890 

 繰延税金負債の純額 △690   

  
土地の再評価に係る繰延税金資産 9,323百万円

評価性引当額 △9,122 

 繰延税金資産合計 200 

土地の再評価に係る繰延税金負債 △890 

 繰延税金負債の純額 △690  
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等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％ 

（調整）  

評価性引当額の増減 11.3 

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.2 

連結調整勘定償却額 0.9 

住民税均等割額 0.7 

その他 △0.5 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 54.2 
   

法定実効税率 40.6％ 

（調整）  

評価性引当額の増減 9.5 

減損損失（連結調整勘定） 1.8 

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.2 

連結調整勘定償却額 0.9 

住民税均等割額 0.7 

その他 △0.5 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 54.2 
   



 
（訂正前） （訂正後） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３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 

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）  

繰越欠損金 81百万円 

未払賞与 18 

未払事業税等 8 

一括償却資産 3 

繰延税金資産小計 111 

評価性引当額 △111 

繰延税金資産合計 － 

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金 △1,676 

繰延税金負債合計 △1,676 

繰延税金負債の純額 △1,676 
   

 
（繰延税金資産）  

関係会社株式評価損 881百万円 

繰越欠損金 81 

投資有価証券評価損 32 

未払賞与 18 

未払事業税等 8 

一括償却資産 3 

繰延税金資産小計 1,025 

評価性引当額 △1,025 

繰延税金資産合計 － 

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金 △1,676 

繰延税金負債合計 △1,676 

繰延税金負債の純額 △1,676 
 

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等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％ 

（調整）  

受取配当金等永久に益金に算入 

されない項目 
△41.2 

評価性引当額の増加 0.4 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.0 

  

法定実効税率 40.6％ 

（調整）  

受取配当金等永久に益金に算入 

されない項目 
△41.2 

評価性引当額の増加 0.4 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.0 
 

 
 
 
 

－ 以 上 － 

 


