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平成２０年４月９日 

各 位 

会 社 名 株式会社トーホー 
代表取締役社長 

代 表 者 名 
 上 野  裕 一  

（コード番号 8142 東証・大証第１部、福証） 
本店所在地 神戸市東灘区向洋町西５丁目９番 

取締役 常務執行役員 
問 合 せ 先 

 上 森  瀰 美  
 （TEL078-845-2431） 

 
 

（訂正）「平成２０年１月期 決算短信」の一部訂正について 
 

平成２０年３月１９日に公表いたしました「平成２０年１月期決算短信」に一部誤りがございましたの
で、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正部分につきましては、下線にて表示しております。 

 
記 

＜訂正内容＞ 
１．45 ページ 「４．連結財務諸表 注記事項（税効果会計関係）」 

【訂正前 「誤」 】 

前連結会計年度 
（平成 19 年１月 31 日） 

 当連結会計年度 
（平成 20 年１月 31 日） 

 
 

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      （単位 ％） 

 
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        （単位 ％） 

 

 法定実効税率 40.64    法定実効税率 40.64   
 （調整）     （調整）    
  交際費等永久に損金に算入されない項目 6.25     交際費等永久に損金に算入されない項目 0.93   
  受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.53     受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.16   
  住民税均等割額 14.35     住民税均等割額 7.93   
  回収可能性が見込まれない繰越欠損金等の額 10.56     回収可能性が見込まれない繰越欠損金等の額 3.75   
  その他 2.37     その他 △4.41   
 税効果会計適用後の法人税等の負担率 73.64    税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.68   
          

 

【訂正後 「正」 】 

前連結会計年度 
（平成 19 年１月 31 日） 

 当連結会計年度 
（平成 20 年１月 31 日） 

 
 

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      （単位 ％） 

 
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        （単位 ％） 

 

 法定実効税率 40.64    法定実効税率 40.64   
 （調整）     （調整）    
  交際費等永久に損金に算入されない項目 6.25     交際費等永久に損金に算入されない項目 2.92   
  受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.53     受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.40   
  住民税均等割額 14.35     住民税均等割額 7.82   
  回収可能性が見込まれない繰越欠損金等の額 10.56     回収可能性が見込まれない繰越欠損金等の額 3.75   
  その他 2.37     その他 △6.05   
 税効果会計適用後の法人税等の負担率 73.64    税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.68   
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２．48 ページ 「５．個別財務諸表（1）貸借対照表」 
【訂正前 「誤」 】 

    前事業年度 
（平成 19 年１月 31 日） 

当事業年度 
（平成 20 年１月 31 日） 対前年比 

区分 注記 
番号 金額（千円） 構成比 

（％） 金額（千円） 構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（資産の部）                 

Ⅰ 流動資産                 

11．短期貸付金     288,300     901,223   612,923 

12．未収入金     707,656     736,109   28,452 

13．その他 ※２   370,126     389,276   19,149 

【訂正後 「正」 】 

    前事業年度 
（平成 19 年１月 31 日） 

当事業年度 
（平成 20 年１月 31 日） 対前年比 

区分 注記 
番号 金額（千円） 構成比 

（％） 金額（千円） 構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（資産の部）                 

Ⅰ 流動資産                 

11．短期貸付金 ※２   288,300     901,223   612,923 

12．未収入金     707,656     736,109   28,452 

13．その他    370,126     389,276   19,149 

 
３．65 ページ 「５．個別財務諸表  注記事項（税効果会計関係）」 
【訂正前 「誤」 】 

前事業年度 
（平成 19 年１月 31 日） 

 当事業年度 
（平成 20 年１月 31 日） 

 
 

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   （単位 ％） 

 
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     （単位 ％） 

 

 法定実効税率 40.64    法定実効税率 40.64   
 （調整）     （調整）    
  交際費等永久に損金に算入されない項目 5.40     交際費等永久に損金に算入されない項目 8.07   
  受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.46      受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.42   
  住民税均等割額 11.15     住民税均等割額 27.26   
  その他 1.36     その他 △0.94   
 税効果会計適用後の法人税等の負担率 58.09    税効果会計適用後の法人税等の負担率 73.61   
          
 
【訂正後 「正」 】 

前事業年度 
（平成 19 年１月 31 日） 

 当事業年度 
（平成 20 年１月 31 日） 

 
 

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   （単位 ％） 

 
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     （単位 ％） 

 

 法定実効税率 40.64    法定実効税率 40.64   
 （調整）     （調整）    
  交際費等永久に損金に算入されない項目 5.40     交際費等永久に損金に算入されない項目 10.32   
  受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.46      受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.42   
  住民税均等割額 11.15     住民税均等割額 26.86   
  その他 1.36     その他 △2.79   
 税効果会計適用後の法人税等の負担率 58.09    税効果会計適用後の法人税等の負担率 73.61   
          
 

以上 


