
18年3月期

△45.9

19年3月期

△31.8△69.332 77 5018年3月期

売上高
百万円 ％

12,114
19年3月期 9,825

17.3
　　 　 　

91.8△18.9 △24.924 75 97△2.4
百万円 ％ 百万円

        平成19年５月17日に発表いたしました「平成19年3月期 決算短信」を下記のとおり訂正
      いたします。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

百万円 ％ ％

営業利益

       平成19年3月期の連結業績のうち、繰延税金負債及び法人税等調整額の算定に誤りがありました

経常利益 当期純利益

【訂正箇所】

    １ページ
  　　（訂正前）

   １．19年3月期の連結業績（平成18年4月1日～平成19年3月31日）
     (1) 連結経営成績　　　　　　　　　　　　　　　　　 （％表示は対前期増減率）

　　 ので、訂正を行うものです。

                                                                            志村 七郎

（訂正）平成１９年３月期　決算短信の訂正について

記

  訂正理由

平成19年6月7日

   各　　位
                                                               会社名       山洋工業株式会社
                                                               代表者名     取締役社長
                                                                            三浦 忠夫
                                                              （コード番号   ８１０９  JASDAQ）
                                                               問合せ先     常務取締役管理本部長

                                                                            TEL 03-3464-8901

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円

１株当たり
当期純利益 １株当たり

当期純利益

潜在株式調整後

   －
   －

      －
      －

銭

2.1 0.8
    （参考）持分法投資損益      19年3月期    －百万円      18年3月期    －百万円

0.2
％ ％ ％

3.5 0.8

     (2) 連結財政状態　　　　　　　　　　　　　　　　　
総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

銭

19年3月期
18年3月期 10,493

円

  5 76.918年3月期(予想)

   ２．配当状況

期末

902,772 26.4

  00  5
  00

百万円 百万円 ％

9,598 2,703 28.2

18
5

55
44 0.6

    （参考）自己資本            19年3月期   2,703百万円    18年3月期  2,772百万円

516
525

92

中間期末
１株当たり配当金

（基準日）

　

26
26

　

91.9
27.0

1.1
1.0

銭

  00

年間
円

  5

　

19年3月期
18年3月期

円

  －

銭 銭円

  －

  －

  －
  －
  －

  5
  5

  00
  00
  00

  5

百万円 ％ ％

配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）

 



％銭 ％ ％

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後

円 銭 円

　 　　
△31.8 50 △45.9

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率１株当たり

当期純利益

　
18年3月期 12,114 17.3 32 △69.3 77

  　　（訂正後）

当期純利益

   １．19年3月期の連結業績（平成18年4月1日～平成19年3月31日）
     (1) 連結経営成績　　　　　　　　　　　　　　　　　 （％表示は対前期増減率）

△24.9 75 △2.4 52 3.3
百万円 ％ 百万円

19年3月期 9,825 △18.9 24
％

売上高 営業利益 経常利益
％ 百万円 ％ 百万円

19年3月期 9 98    －       － 1.9 0.8 0.2
18年3月期 5 44    －       － 2.1 0.8 0.6

百万円 ％

    （参考）持分法投資損益      19年3月期    －百万円      18年3月期    －百万円

     (2) 連結財政状態　　　　　　　　　　　　　　　　　
総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

円 銭

19年3月期 9,598 2,658 27.7 508 36
百万円

配当金総額 配当性向

525 90
    （参考）自己資本            19年3月期   2,658百万円    18年3月期  2,772百万円

   ２．配当状況

18年3月期 10,493 2,772 26.4

純資産配当率

（基準日） 中間期末 期末 年間 （年間） （連結） （連結）
１株当たり配当金

　 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年3月期   －   －   5   00   5   00 26 91.9 1.1
18年3月期   －   －   5   00   5   00 26

  00   5   00 　18年3月期(予想)   －   －   5 76.9 　
50.0 1.0

 



26.4 27.7

時価ベースの自己資本
5.3 9.1 11.0 14.1 12.3

比率（％）

自己資本比率 16.3 18.9 22.4

  　　（訂正後）
　　（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期

12.0

平成18年3月期 平成19年3月期

14.1

219.3

38.5

12.3

△957.4

△5.9

26.4 28.2

9.1

△7,182.3

11.0

530.0
キャッシュ・フロー対
有利子負債比率（％）
インタレスト・カバレッ

18.9

△0.6

時価ベースの自己資本

平成18年3月期 平成19年3月期
　　（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

ジ・レシオ（倍）

自己資本比率 16.3

5.3

703.9

6.2

比率（％）

平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期

22.4

    ４ページ
　　　１．経営成績
　　　　（２）財政状態に関する分析

  　　（訂正前）

　　増加等により同2.4％減の75百万円となりました。当期純利益については、役員退職慰労金
　　制度の廃止に伴い、役員退職慰労引当金を特別損失に計上しました一方、回収可能な繰延
　　税金資産の増加により、同3.3％増の52百万円となりました。

　　制度の廃止に伴い、役員退職慰労引当金を特別損失に計上しました一方、回収可能な繰延

  　　（訂正後）

　　税金資産の増加により、同91.8％増の97百万円となりました。

　　　損益面では、売上の減少により営業利益は24.9％減の24百万円、経常利益は受取利息の

　　　損益面では、売上の減少により営業利益は24.9％減の24百万円、経常利益は受取利息の

　　　１．経営成績

　　増加等により同2.4％減の75百万円となりました。当期純利益については、役員退職慰労金

△957.4

6.2 △0.6 12.0 △5.9

703.9 △7,182.3 530.0

ジ・レシオ（倍）

有利子負債比率（％）

38.5
インタレスト・カバレッ

219.3
キャッシュ・フロー対

    ３ページ

　　　　（１）経営成績に関する分析

  　　（訂正前）

 



区分
注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

(負債の部) 　

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形及び買掛金 ※１ 3,866,109 3,023,876 △842,233

　２　短期借入金 ※１ 1,070,000 1,070,000 ―

　３　未払法人税等 23,343 3,865 △19,477

　４　前受金 658,326 1,055,711 397,385

　５　賞与引当金 134,591 126,704 △7,886

　６　その他の流動負債 ※１ 90,068 45,531 △44,537

　　　流動負債合計 5,842,439 55.7 5,325,689 55.5 △516,750

Ⅱ　固定負債

　１　長期借入金 ※１ 800,000 580,000 △220,000

　２　繰延税金負債 685,068 370,847 △314,221

　３　退職給付引当金 393,317 419,570 26,252

　４　役員退職慰労引当金 ― 198,880 198,880

　　　固定負債合計 1,878,386 17.9 1,569,297 16.3 △309,089

　　　負債合計 7,720,826 73.6 6,894,987 71.8 △825,839

(少数株主持分)

　　少数株主持分 ― ―

(資本の部)

Ⅰ　資本金 276,000 2.6 ― ―

Ⅱ　資本剰余金 73,200 0.7 ― ―

Ⅲ　利益剰余金 1,364,364 13.0 ― ―

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 1,059,421 10.1 ― ―

Ⅴ　自己株式 ※２ △168 △0.0 ― ―

　　　資本合計 2,772,817 26.4 ― ―

　　　負債、少数株主持分
　　　及び資本合計

10,493,644 100.0 ― ―

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 ― ― 276,000

　２　資本剰余金 ― ― 73,200

　３　利益剰余金 ― ― 1,413,115

　４　自己株式 ― ― △376

　　　株主資本合計 ― ― 1,761,939 18.4

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価
　　　差額金

― ― 941,391

　　　評価・換算差額等合計 ― ― 941,391 9.8

　　　純資産合計 ― ― 2,703,331 28.2

　　　負債純資産合計 ― ― 9,598,318 100.0

　９～10ページ
　
　４　連結財務諸表
　　（１）　連結貸借対照表
　
　　　（訂正前）

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度
(平成19年３月31日)

比較増減

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)



区分
注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形及び買掛金 ※１ 3,866,109 3,023,876 △842,233

　２　短期借入金 ※１ 1,070,000 1,070,000 ―

　３　未払法人税等 23,343 3,865 △19,477

　４　前受金 658,326 1,055,711 397,385

　５　賞与引当金 134,591 126,704 △7,886

　６　その他の流動負債 ※１ 90,068 45,531 △44,537

　　　流動負債合計 5,842,439 55.7 5,325,689 55.5 △516,750

Ⅱ　固定負債

　１　長期借入金 ※１ 800,000 580,000 △220,000

　２　繰延税金負債 685,068 415,635 △269,433

　３　退職給付引当金 393,317 419,570 26,252

　４　役員退職慰労引当金 ― 198,880 198,880

　　　固定負債合計 1,878,386 17.9 1,614,085 16.8 △264,301

　　　負債合計 7,720,826 73.6 6,939,774 72.3 △781,051

(少数株主持分)

　　少数株主持分 ― ―

(資本の部)

Ⅰ　資本金 276,000 2.6 ― ―

Ⅱ　資本剰余金 73,200 0.7 ― ―

Ⅲ　利益剰余金 1,364,364 13.0 ― ―

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 1,059,421 10.1 ― ―

Ⅴ　自己株式 ※２ △168 △0.0 ― ―

　　　資本合計 2,772,817 26.4 ― ―

　　　負債、少数株主持分
　　　及び資本合計

10,493,644 100.0 ― ―

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 ― ― 276,000

　２　資本剰余金 ― ― 73,200

　３　利益剰余金 ― ― 1,368,328

　４　自己株式 ― ― △376

　　　株主資本合計 ― ― 1,717,151 17.9

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価
　　　差額金

― ― 941,391

　　　評価・換算差額等合計 ― ― 941,391 9.8

　　　純資産合計 ― ― 2,658,543 27.7

　　　負債純資産合計 ― ― 9,598,318 100.0

　　　（訂正後）

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度
(平成19年３月31日)

比較増減

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)



区分
注記
番号

百分比
(％)

百分比
(％)

Ⅰ　売上高

　１　商品売上高 10,045,281 8,225,874 △1,819,407

　２　完成工事高 2,069,475 12,114,757 100.0 1,599,792 9,825,666 100.0 △469,682 △2,289,090

Ⅱ　売上原価

　１　商品売上原価 8,945,703 7,130,433 △1,815,269

　２　完成工事原価 1,934,542 10,880,245 89.8 1,535,181 8,665,614 88.2 △399,361 △2,214,631

　　　　売上総利益 1,234,511 10.2 1,160,051 11.8 △74,459

Ⅲ　販売費及び一般管理費

　１　販売費
※１

892,548 830,371 △62,177

　２　一般管理費 ※１ 309,289 1,201,838 9.9 305,142 1,135,513 11.6 △4,147 △66,324

　　　　営業利益 32,672 0.3 24,537 0.2 △8,134

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 25,496 27,533 2,036

　２　受取配当金 22,075 31,263 9,188

　３　インセンティブ還元金 ― 10,708 10,708

　４　雑収入 23,535 71,107 0.5 15,714 85,219 0.9 △7,820 14,112

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 24,563 29,360 4,796

　２　支払手数料 1,500 ― △1,500

　３　雑支出 187 26,251 0.2 4,752 34,112 0.3 4,564 7,861

　　　　経常利益 77,528 0.6 75,645 0.8 △1,883

Ⅵ　特別利益

　１　固定資産売却益 ※２ 2 11 8

　２　投資有価証券売却益 41,362 ― △41,362

　３　営業譲渡益 190,000 ― △190,000

　４　貸倒引当金戻入益 ― 231,365 1.9 16,774 16,785 0.1 16,774 △214,579

Ⅶ　特別損失

　１　固定資産売却損 ※３ 49 254 204

　２　固定資産除却損 ※４ 1,292 450 △841

　３　役員退職金 47,783 ― △47,783

　４　投資有価証券売却損 155,817 ― △155,817

　５　役員退職慰労引当金繰入額 ― 204,942 1.7 198,880 199,584 2.0 198,880 △5,358

　　　　税金等調整前
　　　　当期純利益

103,951 0.8 ― △103,951

　　　　税金等調整前
　　　　当期純損失

― 107,153 △1.1 107,153

　　　　法人税、住民税
　　　　及び事業税

53,064 29,642 △23,422

　　　　過年度法人税、
　　　　住民税及び事業税

5,128 ― △5,128

　　　　法人税等調整額 △4,806 53,386 0.4 △233,799 △204,157 △2.1 △228,992 △257,543

　　　　当期純利益 50,565 0.4 97,003 1.0 46,438

　　　（訂正前）
　

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
 至　平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
 至　平成19年３月31日)

比較増減

　　11ページ
　
　４　連結財務諸表
　　（２）　連結損益計算書

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)



区分
注記
番号

百分比
(％)

百分比
(％)

Ⅰ　売上高

　１　商品売上高 10,045,281 8,225,874 △1,819,407

　２　完成工事高 2,069,475 12,114,757 100.0 1,599,792 9,825,666 100.0 △469,682 △2,289,090

Ⅱ　売上原価

　１　商品売上原価 8,945,703 7,130,433 △1,815,269

　２　完成工事原価 1,934,542 10,880,245 89.8 1,535,181 8,665,614 88.2 △399,361 △2,214,631

　　　　売上総利益 1,234,511 10.2 1,160,051 11.8 △74,459

Ⅲ　販売費及び一般管理費

　１　販売費
※１

892,548 830,371 △62,177

　２　一般管理費 ※１ 309,289 1,201,838 9.9 305,142 1,135,513 11.6 △4,147 △66,324

　　　　営業利益 32,672 0.3 24,537 0.2 △8,134

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 25,496 27,533 2,036

　２　受取配当金 22,075 31,263 9,188

　３　インセンティブ還元金 ― 10,708 10,708

　４　雑収入 23,535 71,107 0.5 15,714 85,219 0.9 △7,820 14,112

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 24,563 29,360 4,796

　２　支払手数料 1,500 ― △1,500

　３　雑支出 187 26,251 0.2 4,752 34,112 0.3 4,564 7,861

　　　　経常利益 77,528 0.6 75,645 0.8 △1,883

Ⅵ　特別利益

　１　固定資産売却益 ※２ 2 11 8

　２　投資有価証券売却益 41,362 ― △41,362

　３　営業譲渡益 190,000 ― △190,000

　４　貸倒引当金戻入益 ― 231,365 1.9 16,774 16,785 0.1 16,774 △214,579

Ⅶ　特別損失

　１　固定資産売却損 ※３ 49 254 204

　２　固定資産除却損 ※４ 1,292 450 △841

　３　役員退職金 47,783 ― △47,783

　４　投資有価証券売却損 155,817 ― △155,817

　５　役員退職慰労引当金繰入額 ― 204,942 1.7 198,880 199,584 2.0 198,880 △5,358

　　　　税金等調整前
　　　　当期純利益

103,951 0.8 ― △103,951

　　　　税金等調整前
　　　　当期純損失

― 107,153 △1.1 107,153

　　　　法人税、住民税
　　　　及び事業税

53,064 29,642 △23,422

　　　　過年度法人税、
　　　　住民税及び事業税

5,128 ― △5,128

　　　　法人税等調整額 △4,806 53,386 0.4 △ 189,011 △ 159,369 △ 1.6 △ 184,204 △ 212,755

　　　　当期純利益 50,565 0.4 52,215 0.5 1,650

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

　　　（訂正後）

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
 至　平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
 至　平成19年３月31日)

比較増減



資本金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 276,000 △168 1,713,396

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △26,152

　利益処分による役員賞与 △ 22,100

　当期純利益 97,003

　自己株式の取得 △208 △208

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

－ △208 48,542

平成19年３月31日残高(千円) 276,000 △376 1,761,939

平成18年３月31日残高(千円)

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当

　利益剰余金による役員賞与

　当期純利益

　自己株式の取得

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

平成19年３月31日残高(千円)

株主資本

941,391 2,703,331

△118,029 △118,029

△118,029 △69,486

97,003

△208

△26,152

△22,100

1,059,421 2,772,817

73,200 1,413,115

項　　　目
評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

－ 48,750

97,003

△26,152

△ 22,100

73,200 1,364,364

項　　　目
資本剰余金 利益剰余金
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　４　連結財務諸表
　　（４）連結株主資本等変動計算書

　
　　　（訂正前）

　　　　　当連結会計年度（自 平成18年4月1日　至 平成19年3月31日）



資本金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 276,000 △168 1,713,396

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △26,152

　利益処分による役員賞与 △ 22,100

　当期純利益 52,215

　自己株式の取得 △208 △208

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

－ △208 3,755

平成19年３月31日残高(千円) 276,000 △376 1,717,151

平成18年３月31日残高(千円)

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当

　利益剰余金による役員賞与

　当期純利益

　自己株式の取得

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額(純額)
連結会計年度中の変動額合計
(千円)

平成19年３月31日残高(千円) 941,391 2,658,543

株主資本

　　　（訂正後）

△118,029 △118,029

△118,029 △114,274

52,215

△208

△26,152

△22,100

1,059,421 2,772,817

73,200 1,368,328

項　　　目
評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

－ 3,963

52,215

△26,152

△ 22,100

73,200 1,364,364

項　　　目
資本剰余金 利益剰余金



前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

　固定資産の減損に係る会計基準
当連結会計年度から「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。
　これによる損益に与える影響はありません。

　　　　　　　　　　　―――――

　　　　　　　　　　　―――――

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準
等）
（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準
等の一部改正）
　当連結会計年度から「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）並びに改正後の「自己株式及び準
備金の額の減少等に関する会計基準」 （企業会計基
準委員会 最終改正平成18年8月11日 企業会計基準第
１号）及び「自己株式及び準備金の額の減少等に関す
る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 最終
改正平成18年8月11日 企業会計基準適用指針第２号）
を適用しております。
　これによる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
2,703百万円であります。
連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度に

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

　固定資産の減損に係る会計基準
当連結会計年度から「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。
　これによる損益に与える影響はありません。

　　　　　　　　　　　―――――

　　　　　　　　　　　―――――

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準
等）
（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準
等の一部改正）
　当連結会計年度から「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）並びに改正後の「自己株式及び準
備金の額の減少等に関する会計基準」 （企業会計基
準委員会 最終改正平成18年8月11日 企業会計基準第
１号）及び「自己株式及び準備金の額の減少等に関す
る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 最終
改正平成18年8月11日 企業会計基準適用指針第２号）
を適用しております。
　これによる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
2,658,543千円であります。
連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度に

　　　　（訂正後）

　　　　（訂正前）
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　４．連結財務諸表
　　（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
　　　　（会計処理の変更）



１ １

(繰延税金資産) (繰延税金資産)

　退職給付引当金損金算入限度 156,808千円 　退職給付引当金損金算入限度 168,144千円
　超過額 　超過額
　賞与引当金    54,980 〃 　役員退職慰労引当金    80,924 〃

　貸倒引当金損金算入限度超過額    21,115 〃 　賞与引当金    51,715 〃

　ゴルフ会員権評価損否認額    17,678 〃 　貸倒引当金損金算入限度超過額     7,413 〃

　関係会社株式評価損    44,787 〃 　ゴルフ会員権評価損否認額    17,678 〃

　その他    13,242 〃 　関係会社株式評価損    44,787 〃

　繰延税金負債(固定)との相殺  △42,405 〃 　その他    10,551 〃

　繰延税金資産小計 266,207千円 　繰延税金負債(固定)との相殺 △275,000 〃

　評価性引当額 △199,210 〃 　繰延税金資産小計 106,214千円

　繰延税金資産合計 66,996千円 　評価性引当額  △38,665 〃

(繰延税金負債) 　繰延税金資産合計 67,549千円

　その他有価証券評価差額金 △726,822千円 (繰延税金負債)

　その他     △651 〃 　その他有価証券評価差額金 △645,847千円

　繰延税金資産(固定)との相殺    42,405 〃 　繰延税金資産(固定)との相殺   275,000 〃

　繰延税金負債合計 △685,068千円 　繰延税金負債合計 △370,847千円

　差引：繰延税金負債純額 △618,072千円 　差引：繰延税金負債純額 △303,298千円

２ ２

法廷実効税率 　　　　40.7％

　(調整)

　交際費等永久に損金に算入され
　ない項目
　受取配当金等永久に益金に算入
　されない項目
　過年度繰延税金資産の調整        △0.9〃
　その他          2.0〃
　税効果会計適用後の法人税等の 　　　　51.4％

　負担率

  　　（訂正前）

       △4.5〃

　税金等調整前当期純損失のため記載してありませ
ん。

        14.1〃
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　（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
内訳

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
内訳

　　（会計処理の変更）



１ １

(繰延税金資産) (繰延税金資産)

　退職給付引当金損金算入限度 156,808千円 　退職給付引当金損金算入限度 168,144千円

　超過額 　超過額

　賞与引当金    54,980 〃 　役員退職慰労引当金    80,924 〃

　貸倒引当金損金算入限度超過額    21,115 〃 　賞与引当金    51,715 〃

　ゴルフ会員権評価損否認額    17,678 〃 　貸倒引当金損金算入限度超過額     7,413 〃

　関係会社株式評価損    44,787 〃 　ゴルフ会員権評価損否認額    17,678 〃

　その他    13,242 〃 　その他    10,551 〃

　繰延税金負債(固定)との相殺  △42,405 〃 　繰延税金負債(固定)との相殺 △230,212 〃

　繰延税金資産小計 266,207千円 　繰延税金資産小計 106,214千円

　評価性引当額 △199,210 〃 　評価性引当額  △38,665 〃

　繰延税金資産合計 66,996千円 　繰延税金資産合計 67,549千円

(繰延税金負債) (繰延税金負債)

　その他有価証券評価差額金 △726,822千円 　その他有価証券評価差額金 △645,847千円

　その他     △651 〃 　繰延税金資産(固定)との相殺   230,212 〃

　繰延税金資産(固定)との相殺    42,405 〃 　繰延税金負債合計 △415,635千円

　繰延税金負債合計 △685,068千円 　差引：繰延税金負債純額 △348,085千円

　差引：繰延税金負債純額 △618,072千円 　

２ ２

法廷実効税率 　　　　40.7％

　(調整)

　交際費等永久に損金に算入され

　ない項目

　受取配当金等永久に益金に算入

　されない項目

　過年度繰延税金資産の調整        △0.9〃

　その他          2.0〃

　税効果会計適用後の法人税等の 　　　　51.4％

　負担率

       △4.5〃

  　　（訂正後）

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

　税金等調整前当期純損失のため記載してありませ
ん。

        14.1〃

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
内訳

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
内訳



１株当たり純資産額 525円90銭 １株当たり純資産額 516円92銭

１株当たり当期純利益 5円44銭 １株当たり当期純利益 18円55銭

１株当たり当期純利益の算定上の基礎 算定上の基礎

　連結損益計算書上の当期純利益 50,565千円 １　１株当たり純資産額
　普通株式に係る当期純利益 28,465千円 　連結貸借対照表の 2,703,331千円

　利益処分による役員賞与金 22,100千円 　普通株式に係る純資産額 2,703,331千円

普通株式の期中平均株式数 5,230,474株 　普通株式の発行済株式数 5,232,000株

　普通株式の自己株式数 2,339株

　１株当たり純資産額の算定に 5,229,661株

　用いられた普通株式

２　１株当たり当期純利益

　連結損益計算書上の当期純利益 97,003千円

　普通株式に係る当期純利益 97,003千円

普通株式の期中平均株式数 5,229,994株

１株当たり純資産額 525円90銭 １株当たり純資産額 508円36銭

１株当たり当期純利益 5円44銭 １株当たり当期純利益 9円98銭

１株当たり当期純利益の算定上の基礎 算定上の基礎
　連結損益計算書上の当期純利益 50,565千円 １　１株当たり純資産額
　普通株式に係る当期純利益 28,465千円 　連結貸借対照表の 2,658,543千円

　利益処分による役員賞与金 22,100千円 　普通株式に係る純資産額 2,658,543千円
普通株式の期中平均株式数 5,230,474株 　普通株式の発行済株式数 5,232,000株

　普通株式の自己株式数 2,339株

　１株当たり純資産額の算定に 5,229,661株

　用いられた普通株式

２　１株当たり当期純利益

　連結損益計算書上の当期純利益 52,215千円

　普通株式に係る当期純利益 52,215千円

普通株式の期中平均株式数 5,229,994株

 　以　上
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　（１株当たりの情報）

　
  　　（訂正前）

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成19年３月31日)

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、潜在株式がないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、潜在株式がないため記載しておりません。

普通株式に帰属しない金額の内訳 　純資産の部の合計額

普通株式に帰属しない金額の内訳 　純資産の部の合計額

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成19年３月31日)

  　　（訂正後）

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は 潜在株式がな ため記載しておりません

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は 潜在株式がな ため記載しておりません


