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平成19年５月17日 

 

 

各 位 

 

会 社 名 株式会社リンガーハット 

代表者名 取締役社長 八木 康行

（コード番号 8200 東証第１部・福証）

問合せ先 経理部長 石川 久敏

（ＴＥＬ 03-5423-7380）  

 

 

 

（訂正）平成19年２月期 決算短信（連結）及び平成19年２月期 個別財務諸表の概要 

 

 

 平成19年４月５日に開示いたしました「平成19年２月期 決算短信（連結）」及び「平成19年２月期 個

別財務諸表の概要」の注記事項「税効果会計関係」に訂正がありますのでお知らせいたします。 

 

 

記 

 

訂正箇所は＿＿＿＿線で示しております。 
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平成19年２月期 決算短信（連結） 

（訂正前） 

税効果会計関係 

前連結会計年度 

（平成 18年 2月28日） 

当連結会計年度 

（平成 19年 2月28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（流動）  繰延税金資産（流動） 

 未払事業税 42,584千円

未払事業所税 11,011千円

賞与引当金繰入限度超過額 122,991千円

その他 15,100千円

繰延税金資産（流動）合計 191,688千円

  

 未払事業税 7,863千円

未払事業所税 2,258千円

貸倒引当金繰入限度超過額 14,976千円

税務上の繰越欠損金 125,411千円

その他 2,779千円

連結会社間内部利益消去 608千円

繰延税金資産（流動）合計 153,897千円

  
 繰延税金資産（固定）  繰延税金資産（固定） 

 退職給付引当金算入限度超過額 212,385千円

合併に伴う固定資産評価損 34,431千円

減損損失 94,496千円

役員退職慰労引当金繰入額 162,034千円

ゴルフ会員権評価損 11,739千円

投資有価証券評価損 4,030千円

連結会社間内部利益消去 580,901千円

繰延税金資産（固定）小計 1,100,017千円

評価性引当額 △146,063千円

繰延税金資産（固定）合計 953,954千円 

 退職給付引当金算入限度超過額 134,679千円

合併に伴う固定資産評価損（土地） 34,431千円

減損損失 94,496千円

役員退職慰労引当金繰入額 168,578千円

投資有価証券評価損 4,030千円

その他 10,197千円

連結会社間内部利益消去 577,690千円

繰延税金資産（固定）小計 1,024,104千円

評価性引当額 △147,348千円

繰延税金資産（固定）合計 876,755千円 
 繰延税金負債（固定）  繰延税金負債（固定） 

 その他有価証券評価差額金 △228,948千円

連結会社間内部損失消去 △49,813千円

繰延税金負債（固定）合計 △278,762千円

  

 その他有価証券評価差額金 △18,860千円

その他 △13,533千円

連結会社内部損失消去 △49,813千円

繰延税金負債（固定）合計 △82,207千円

  
 繰延税金資産（固定）の純額 675,191千円  繰延税金資産（固定）の純額 794,547千円 
      

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 40.3％

交際費等永久に損金に算入されない項

目 
6.6％

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目 
△0.2％

住民税均等割 38.9％

評価性引当額 △8.7％

その他 △2.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 74.8％ 

 法定実効税率 40.3％

交際費等永久に損金に算入されない項目 19.7％

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
△0.9％

住民税均等割 64.7％

評価性引当額 1.3％

その他 63.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 188.2％ 
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（訂正後） 

税効果会計関係 

前連結会計年度 

（平成 18年 2月28日） 

当連結会計年度 

（平成 19年 2月28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（流動）  繰延税金資産（流動） 

 未払事業税 42,584千円

未払事業所税 11,011千円

賞与引当金繰入限度超過額 122,991千円

その他 15,100千円

繰延税金資産（流動）合計 191,688千円

  

 未払事業税 7,863千円

未払事業所税 2,258千円

貸倒引当金繰入限度超過額 14,976千円

税務上の繰越欠損金 125,411千円

その他 2,779千円

連結会社間内部利益消去 608千円

繰延税金資産（流動）合計 153,897千円

  
 繰延税金資産（固定）  繰延税金資産（固定） 

 退職給付引当金算入限度超過額 212,385千円

合併に伴う固定資産評価損 34,431千円

減損損失 94,496千円

役員退職慰労引当金繰入額 162,034千円

ゴルフ会員権評価損 11,739千円

投資有価証券評価損 4,030千円

連結会社間内部利益消去 580,901千円

繰延税金資産（固定）小計 1,100,017千円

評価性引当額 △146,063千円

繰延税金資産（固定）合計 953,954千円 

 退職給付引当金算入限度超過額 208,980千円

合併に伴う固定資産評価損（土地） 34,431千円

減損損失 94,496千円

長期未払金 180,382千円

投資有価証券評価損 4,030千円

税務上の繰越欠損金 7,072千円

その他 10,197千円

連結会社間内部利益消去 577,690千円

繰延税金資産（固定）小計 1,117,281千円

評価性引当額 △240,525千円

繰延税金資産（固定）合計 876,755千円 
 繰延税金負債（固定）  繰延税金負債（固定） 

 その他有価証券評価差額金 △228,948千円

連結会社間内部損失消去 △49,813千円

繰延税金負債（固定）合計 △278,762千円

  

 その他有価証券評価差額金 △18,860千円

その他 △13,533千円

連結会社内部損失消去 △49,813千円

繰延税金負債（固定）合計 △82,207千円

  
 繰延税金資産（固定）の純額 675,191千円  繰延税金資産（固定）の純額 794,547千円 
      

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 40.3％

交際費等永久に損金に算入されない項

目 
6.6％

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目 
△0.2％

住民税均等割 38.9％

評価性引当額 △8.7％

その他 △2.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 74.8％ 

 法定実効税率 40.3％

交際費等永久に損金に算入されない項目 24.2％

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
△0.9％

住民税均等割 64.7％

評価性引当額 56.3％

過年度法人税等 4.1％

その他 △0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 188.2％ 
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平成19年２月期 個別財務諸表の概要 

（訂正前） 

税効果会計関係 

前事業年度 

（平成 18年 2月28日） 

当事業年度 

（平成 19年 2月28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（流動）  繰延税金資産（流動） 

 賞与引当金繰入限度超過額 115,370千円

未払事業税 42,584千円

未払事業所税 8,869千円

その他 14,256千円

繰延税金資産（流動）合計 181,080千円 

 未払事業税 4,719千円

未払事業所税 595千円

貸倒引当金繰入限度超過額 14,976千円

その他 336千円

繰延税金資産（流動）合計 20,628千円 
      
 繰延税金資産（固定）  繰延税金資産（固定） 

 退職給付引当金繰入超過額 195,026千円

合併に伴う固定資産評価損（土地） 34,431千円

減損損失 94,496千円

役員退職慰労引当金繰入額 162,034千円

ゴルフ会員権評価損 11,739千円

投資有価証券評価損 4,030千円

繰延税金資産（固定）小計 501,758千円

評価性引当額 △146,063千円

繰延税金資産（固定）合計 355,694千円 

 退職給付引当金繰入超過額 92,256千円

合併に伴う固定資産評価損（土地） 34,431千円

減損損失 94,496千円

役員退職慰労引当金繰入額 168,578千円

投資有価証券評価損 4,030千円

その他 10,197千円

繰延税金資産（固定）小計 403,990千円

評価性引当額 △147,348千円

繰延税金資産（固定）合計 256,641千円 
 繰延税金負債（固定）  繰延税金負債（固定） 

 その他有価証券評価差額 △228,948千円

繰延税金負債（固定）合計 △228,948千円

  

 その他有価証券評価差額 △18,860千円

その他 △13,533千円

繰延税金負債（固定）合計 △32,394千円

  
 繰延税金資産（固定）の純額 126,746千円  繰延税金資産（固定）の純額 224,247千円 
      

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 40.3％

交際費等永久に損金に算入されない項

目 
7.3％

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目 
△0.2％

住民税均等割 43.4％

評価性引当額の増減 △6.3％

その他 △5.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 79.1％ 

 法定実効税率 40.3％

交際費等永久に損金に算入されない項目 13.3％

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
△0.6％

住民税均等割 32.2％

評価性引当額の増減 0.9％

その他 2.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 88.3％ 
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（訂正後） 

税効果会計関係 

前事業年度 

（平成 18年 2月28日） 

当事業年度 

（平成 19年 2月28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（流動）  繰延税金資産（流動） 

 賞与引当金繰入限度超過額 115,370千円

未払事業税 42,584千円

未払事業所税 8,869千円

その他 14,256千円

繰延税金資産（流動）合計 181,080千円 

 未払事業税 4,719千円

未払事業所税 595千円

貸倒引当金繰入限度超過額 14,976千円

その他 336千円

繰延税金資産（流動）合計 20,628千円 
      
 繰延税金資産（固定）  繰延税金資産（固定） 

 退職給付引当金繰入超過額 195,026千円

合併に伴う固定資産評価損（土地） 34,431千円

減損損失 94,496千円

役員退職慰労引当金繰入額 162,034千円

ゴルフ会員権評価損 11,739千円

投資有価証券評価損 4,030千円

繰延税金資産（固定）小計 501,758千円

評価性引当額 △146,063千円

繰延税金資産（固定）合計 355,694千円 

 退職給付引当金繰入超過額 92,256千円

合併に伴う固定資産評価損（土地） 34,431千円

減損損失 94,496千円

長期未払金 168,578千円

投資有価証券評価損 4,030千円

その他 10,197千円

繰延税金資産（固定）小計 403,990千円

評価性引当額 △147,348千円

繰延税金資産（固定）合計 256,641千円 
 繰延税金負債（固定）  繰延税金負債（固定） 

 その他有価証券評価差額 △228,948千円

繰延税金負債（固定）合計 △228,948千円

  

 その他有価証券評価差額 △18,860千円

その他 △13,533千円

繰延税金負債（固定）合計 △32,394千円

  
 繰延税金資産（固定）の純額 126,746千円  繰延税金資産（固定）の純額 224,247千円 
      

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 40.3％

交際費等永久に損金に算入されない項

目 
7.3％

受取配当金等永久に益金に算入されな

い項目 
△0.2％

住民税均等割 43.4％

評価性引当額の増減 △6.3％

その他 △5.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 79.1％ 

 法定実効税率 40.3％

交際費等永久に損金に算入されない項目 13.3％

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
△0.6％

住民税均等割 32.2％

評価性引当額の増減 0.9％

過年度法人税等 2.8％

その他 △0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 88.3％ 
    

 

 

以 上 


