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平成19年10月16日 

各 位 

 

会社名 株式会社ＭＡＲＵＷＡ 

代表者 代表取締役社長 神戸誠 

（コード番号 ５３４４ 東証・名証第1部） 

問合せ先 取締役経営企画室長 永光哲也 

( TEL  0561-51-0839)

 

 

有価証券報告書の訂正報告書提出に関するお知らせ 

 

 

当社は、第34期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）有価証券報告書の記載事項

の一部に訂正すべき事項があったため、下記のとおり、本日付で訂正報告書を関東財務局長に提

出いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 
 

１．訂正事項 

第一部【企業情報】 

第４【提出会社の状況】 

６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

 

第５【経理の状況】 

１【連結財務諸表等】 

（1）【連結財務諸表】 

（税効果会計関係） 

 

２．訂正箇所 

訂正箇所は______を付して表示しております。 
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第一部【企業情報】 

第４【提出会社の状況】 

６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

 

（追加） 

（6）取締役の員数 

当社の取締役は７名以内とする旨定款に定めております。 

 

（7）株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項 

①自己株式の取得 

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得す

ることができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行することを目的

とするものであります。 

 

②中間配当 

当社は、取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる

旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするもの

であります。 

 

（8）株主総会の特別決議要件 

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使す

ることができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２

以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を

緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。 
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第５【経理の状況】 

１【連結財務諸表等】 

（1）【連結財務諸表】 

（税効果会計関係） 

 

（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） 

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）  

未払退職金 138,273百万円

賞与引当金 124,136 

繰越欠損金 145,321 

たな卸資産評価損 86,457 

土地評価損 
39,050 

未払事業税 30,165 

未実現為替差損 63,621 

その他 66,601 

繰延税金資産小計 693,624 

評価性引当額 △220,125 

繰延税金資産合計 473,499 

（繰延税金負債）  

減価償却費 △108,916 

特別償却準備金 △22,983 

その他有価証券評価差額金 △25,778 

繰延税金負債計 △157,677 

繰延税金資産の純額 315,822 

 

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 

（調整） 

40.41％ 

住民税均等割等 1.56 

評価性引当額 3.09 

海外子会社税率差異 △3.18 

研究開発費税額控除 △1.56 

連結調整勘定償却 △5.17 

特別償却準備金 △1.38 

その他 △1.76 

税効果会計適用後の法人税等 

の負担率 32.01  

（繰延税金資産）  

未払退職金 143,849百万円

賞与引当金 133,041 

繰越欠損金 511,201 

たな卸資産評価損 64,293 

土地評価損 
23,340 

未払事業税 32,740 

その他 48,143 

繰延税金資産小計 956,607 

評価性引当額 △534,188 

繰延税金資産合計 422,419 

（繰延税金負債）  

減価償却費 △165,374 

特別償却準備金 △18,086 

その他有価証券評価差額金 △8,211 

未実現為替差益 △38,760 

繰延税金負債計 △230,430 

繰延税金資産の純額 191,988 

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 

（調整） 

40.41％ 

住民税均等割等 1.46 

評価性引当額 △0.82 

海外子会社税率差異 △3.87 

研究開発費税額控除 △2.08 

負ののれん償却額 △4.39 

特別償却準備金 0.26 

その他 △0.74 

税効果会計適用後の法人税等 

の負担率 30.23  
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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 

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）  

未払退職金 138,273千円

賞与引当金 124,136 

繰越欠損金 145,321 

たな卸資産評価損 86,457 

土地評価損 
39,050 

未払事業税 30,165 

未実現為替差損 63,621 

その他 66,601 

繰延税金資産小計 693,624 

評価性引当額 △220,125 

繰延税金資産合計 473,499 

（繰延税金負債）  

減価償却費 △108,916 

特別償却準備金 △22,983 

その他有価証券評価差額金 △25,778 

繰延税金負債計 △157,677 

繰延税金資産の純額 315,822 

 

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 

（調整） 

40.41％

住民税均等割等 1.56 

評価性引当額 3.09 

海外子会社税率差異 △3.18 

研究開発費税額控除 △1.56 

連結調整勘定償却 △5.17 

特別償却準備金 △1.38 

その他 △1.76 

税効果会計適用後の法人税等 

の負担率 32.01  

（繰延税金資産）  

未払退職金 143,849千円

賞与引当金 133,041 

繰越欠損金 511,201 

たな卸資産評価損 64,293 

土地評価損 
23,340 

未払事業税 32,740 

その他 48,143 

繰延税金資産小計 956,607 

評価性引当額 △534,188 

繰延税金資産合計 422,419 

（繰延税金負債）  

減価償却費 △165,374 

特別償却準備金 △18,086 

その他有価証券評価差額金 △8,211 

未実現為替差益 △38,760 

繰延税金負債計 △230,430 

繰延税金資産の純額 191,988 

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 

（調整） 

40.41％

住民税均等割等 1.46 

評価性引当額 △0.82 

海外子会社税率差異 △3.87 

研究開発費税額控除 △2.08 

負ののれん償却額 △4.39 

特別償却準備金 0.26 

その他 △0.74 

税効果会計適用後の法人税等 

の負担率 30.23  

 

以 上 


