
 1

 
平成 19 年９

各 位 
会 社 名：フ ジ 日 本 精 糖 株 式 会 社 

                          

 

 

 (訂正)「平成 19 年３月期決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

 月 20 日

代表者名：代表取締役社長  江口 達夫 
      (コード番号 2114 東証第 2部） 

問合せ先：執行役員管理本部本部長 
                                     福田  弘 

（TEL．03-3667-7811）

 

 

平成 19 年５月 11 日に発表いたしました「平成 19 年 3 月期決算短信」に一部訂正がありましたので、

記 
《訂正箇所》「平成 19 年３月期決算短信 35 ページ

の主な原因別の内訳 

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) 

 

下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所には網掛を付しております。 

 

」 
４ 連結財務諸表 

に関する注記事項  （8）連結財務諸表
  （税効果会計） 

び繰延税金負債の発生   １ 繰延税金資産及
【訂正前】 

１ 繰延税金資産 生の主な原因別

 部) 

 

認額 24,267千円

認額 29

産合計 3

及び繰延税金負債の発

の内訳 

 (流動の

繰延税金資産

 賞与引当金否

 未払事業税否認額 7,864千円

 事業構造改革費用否 6,567千円

 その他 19,278千円

繰延税金資 47,977千円

繰延税金負債 △112千円

繰延税金資産の純額 347,865千円

  

 

金算入限度超過額 38,929千円

2

額 

1

産小計 6

(固定の部) 

繰延税金資産

 貸倒引当金損

 自己株式評価損否認額 27,603千円

 退職給付引当金否認額 63,416千円

 役員退職慰労引当金否認 19,739千円

 投資有価証券評価損否認額 52,031千円

 減損損失否認額 43,372千円

 繰越欠損金 45,542千円

 その他 21,731千円

繰延税金資 12,367千円

評価性引当額 △

計 

299,275千円

繰延税金資産合 313,092千円

繰延税金負債との相殺 △309,672千円

繰延税金資産の純額 3,419千円

繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 719,232千円

△繰延税金資産との相殺 309,672千円

繰延税金負債の純額 409,560千円
  

１ 繰延税金資産 生の主な原因別

 部) 

 

認額 29,200千円

繰延税金資産合計 

及び繰延税金負債の発

の内訳 

 (流動の

繰延税金資産

 賞与引当金否

 未払事業税否認額 18,562千円

その他 22,170千円

69,932千円

繰延税金負債 △77千円

繰延税金資産の純額 69,855千円

 

  定の部) 

 

金算入限度超過額 41,511千円

2

額 

2

(固

繰延税金資産

 貸倒引当金損

 退職給付引当金否認額 58,012千円

 役員退職慰労引当金否認 24,613千円

 投資有価証券評価損否認額 43,497千円

 減損損失否認額 14,553千円

 繰越欠損金 44,418千円

 その他 28,442千円

繰延税金資 6産小計 55,047千円

評価性引当額 △

計 

288,704千円

繰延税金資産合 366,342千円

繰延税金負債との相殺 △362,937千円

繰延税金資産の純額 3,405千円

繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 497,064千円

497,

 繰延ヘッジ損益  856千円

繰延税金負債合計 921千円

繰延税金資産との相殺 △362,937千円

繰延税金負債の純額 134,984千円
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【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) 

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 

  (流動の部) 

繰延税金資産 

 賞与引当金否認額 24,267千円

 未払事業税否認額 7,864千円

 事業構造改革費用否認額 296,567千円

 その他 19,278千円

繰延税金資産合計 347,977千円

繰延税金負債 △112千円

繰延税金資産の純額 347,865千円

  (固定の部) 

繰延税金資産 

 貸倒引当金損金算入限度超過額 38,929千円

 自己株式評価損否認額 27,603千円

 退職給付引当金否認額 263,416千円

 役員退職慰労引当金否認額 19,739千円

 投資有価証券評価損否認額 52,031千円

 減損損失否認額 43,372千円

 繰越欠損金 145,542千円

 その他 21,731千円

繰延税金資産小計 612,367千円

評価性引当額 △299,275千円

繰延税金資産合計 313,092千円

繰延税金負債との相殺 △309,672千円

繰延税金資産の純額 3,419千円

繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 719,232千円

繰延税金資産との相殺 △309,672千円

繰延税金負債の純額 409,560千円
  

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 

  (流動の部) 

繰延税金資産 

 賞与引当金否認額 29,200千円

 未払事業税否認額 18,562千円

その他 22,170千円

繰延税金資産合計 69,932千円

繰延税金負債 △77千円

繰延税金資産の純額 69,855千円

 

  (固定の部) 

繰延税金資産 

 貸倒引当金損金算入限度超過額 41,511千円

 退職給付引当金否認額 258,012千円

 役員退職慰労引当金否認額 24,613千円

 投資有価証券評価損否認額 43,497千円

 減損損失否認額 214,553千円

 繰越欠損金 150,476千円

 その他 28,442千円

繰延税金資産小計 761,106千円

評価性引当額 △394,763千円

繰延税金資産合計 366,342千円

繰延税金負債との相殺 △362,937千円

繰延税金資産の純額 3,405千円

繰延税金負債 

 その他有価証券評価差額金 497,064千円

 繰延ヘッジ損益  856千円

繰延税金負債合計 497,921千円

繰延税金資産との相殺 △362,937千円

繰延税金負債の純額 134,984千円
  

 
 

以 上 


