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平成 20 年 5 月 26 日 

各      位 

会社名  那須電機鉄工株式会社  

代表者名 代表取締役社長  那須幹生 

（コード番号 ５９２２ 東証第二部） 

問合せ先 取締役経理部長  杉村嘉穂 

（TEL．０３－３３５１－６１３１） 

 

（訂正）平成２０年３月期決算短信の一部訂正について 

 
 平成 20 年 5 月 16 日に提出しました決算短信の一部に訂正を要する箇所がありましたので、下記
の通り訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。 
 

記 
[訂正内容] 
平成 20 年 3 月期 決算短信 
 
P．２０（追加情報） 
（訂正前） 

前連結会計年度 

(自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 19 年４月１日 

至 平成 20 年３月 31 日) 

──────────── 法人税法改正に伴い、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得

した資産については、改正前の法人税法に基づく減価

償却方法の適用により、取得価額の 5%相当額と備忘価

額との差額を 5 年間にわたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上しております。 

  これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前純

利益に与える影響額は軽微であります。 

 
（訂正後） 

前連結会計年度 

(自 平成 18 年４月１日 

至 平成 19 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(自 平成 19 年４月１日 

至 平成 20 年３月 31 日) 

──────────── 法人税法の改正に伴い、平成 19 年 3 月 31 日以前に取

得した資産については、改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取得価額の 5%に到達した連

結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の 5%相当

額と備忘価額との差額を 5 年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上しております。 

  この結果、従来の方法に比べ、営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ 37,165 千円減

少しております。 
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P．２２ (７) 連結財務諸表に関する注記事項(連結貸借対照表関係) 
（訂正前） 

前連結会計年度 

(平成 19 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 20 年３月 31 日) 

※４ 土地の再評価に関する法律(平成 10 年３月 31 日

公布法律第 34 号)及び土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律(平成 13 年３月 31 日公

布法律第 19 号)に基づき、平成 14 年３月 31 日

に事業用の土地の再評価を行っております。 

なお、再評価差額については、土地の再評価に

関する法律の一部を改正する法律(平成 11 年３

月 31 日公布法律第 24 号)に基づき、当該評価差

額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金

負債」として負債の部に計上し、これを控除し

た金額を「土地再評価差額金」として純資産の

部に計上しております。 

 再評価の方法 

  土地の再評価に関する法律施行令(平成 10年  

     3 月 31 日公布政令第 119 号)第 2 条第 3 号に

定める固定資産税評価額により算出 

再評価を行った年月日 平成 14 年３月 31 日 

再評価を行った土地の期末における時価と 

再評価後の帳簿価額との差額 

                     

△2,963,672 千円 

※４ 土地の再評価に関する法律(平成 10 年３月 31 日

公布法律第 34 号)及び土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律(平成 13 年３月 31 日公

布法律第 19 号)に基づき、平成 14 年３月 31 日

に事業用の土地の再評価を行っております。 

なお、再評価差額については、土地の再評価に

関する法律の一部を改正する法律(平成 11 年３

月 31 日公布法律第 24 号)に基づき、当該評価差

額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金

負債」として負債の部に計上し、これを控除し

た金額を「土地再評価差額金」として純資産の

部に計上しております。 

 再評価の方法 

  土地の再評価に関する法律施行令(平成 10年  

     3 月 31 日公布政令第 119 号)第 2 条第 3 号に

定める固定資産税評価額により算出 

再評価を行った年月日 平成 14 年３月 31 日 

再評価を行った土地の期末における時価と 

再評価後の帳簿価額との差額 

             

△2,967,062 千円

 

（訂正後） 
前連結会計年度 

(平成 19 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 20 年３月 31 日) 

※４ 土地の再評価に関する法律(平成 10 年３月 31 日

公布法律第 34 号)及び土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律(平成 13 年３月 31 日公

布法律第 19 号)に基づき、平成 14 年３月 31 日

に事業用の土地の再評価を行っております。 

なお、再評価差額については、土地の再評価に

関する法律の一部を改正する法律(平成 11 年３

月 31 日公布法律第 24 号)に基づき、当該評価差

額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金

負債」として負債の部に計上し、これを控除し

た金額を「土地再評価差額金」として純資産の

部に計上しております。 

 再評価の方法 

  土地の再評価に関する法律施行令(平成 10年  

     3 月 31 日公布政令第 119 号)第 2 条第 3 号に

定める固定資産税評価額により算出 

再評価を行った年月日 平成 14 年３月 31 日 

再評価を行った土地の期末における時価と 

再評価後の帳簿価額との差額 

                    

 △2,963,672 千円 

※４ 土地の再評価に関する法律(平成 10 年３月 31 日

公布法律第 34 号)及び土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律(平成 13 年３月 31 日公

布法律第 19 号)に基づき、平成 14 年３月 31 日

に事業用の土地の再評価を行っております。 

なお、再評価差額については、土地の再評価に

関する法律の一部を改正する法律(平成 11 年３

月 31 日公布法律第 24 号)に基づき、当該評価差

額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金

負債」として負債の部に計上し、これを控除し

た金額を「土地再評価差額金」として純資産の

部に計上しております。 

 再評価の方法 

  土地の再評価に関する法律施行令(平成 10年  

     3 月 31 日公布政令第 119 号)第 2 条第 3 号に

定める固定資産税評価額により算出 

再評価を行った年月日 平成 14 年３月 31 日 

再評価を行った土地の期末における時価と 

再評価後の帳簿価額との差額 

             

△2,973,042 千円
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P．２８ (セグメント情報) 

(訂正前) 

  

金属製品 

事業 

(千円) 

その他の 

事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去 

又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

  売上高   

 (1) 外部顧客に対する売上高 30,043,630 1,923,924 31,967,554 - 31,967,554

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
76,634 - 76,634 (76,634) -

計 30,120,264 1,923,924 32,044,189 (76,634) 31,967,554

  営業費用 27,966,566 1,913,665 29,880,232 676,203 30,556,435

  営業利益 2,153,697 10,258 2,163,956 (752,837) 1,411,118

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出 

  資産 26,121,765 1,541,074

 

27,662,840 

 

7,542,864 35,205,705

  減価償却費 344,823 37,158 381,981 67,934 449,951

  資本的支出 425,243 22,477 447,720 30,951 478,672

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２ 各区分の主な製品 

     金属製品事業………送電用鉄塔、通信用無線鉄塔、配電用金物、通信用金物、道路施設機材、建築鉄骨 

     その他の事業………配電用高低圧碍子、マンホール等コンクリート製品、樹脂製品 

   ３ 消去又は全社に含めた主な内容は、提出会社本社の総務部門等管理部門にかかる費用752,837千円と提出会 

社における余資金運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等

7,542,864千円であります。 

 

（訂正後） 

  

金属製品 

事業 

(千円) 

その他の 

事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去 

又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

  売上高   

 (1) 外部顧客に対する売上高 30,043,630 1,923,924 31,967,554 - 31,967,554

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
76,634 - 76,634 (76,634) -

計 30,120,264 1,923,924 32,044,189 (76,634) 31,967,554

  営業費用 27,930,631 1,949,147 29,879,779 676,656 30,556,435

  営業利益 2,189,633 △ 25,223 2,164,410 (753,291) 1,411,118

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出 

  資産 26,013,969 1,642,686

 

27,656,655 

 

7,549,049 35,205,705

  減価償却費 356,846 37,158 394,004 55,911 449,951

  資本的支出 425,243 22,477 447,720 30,951 478,672

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２ 各区分の主な製品 

     金属製品事業………送電用鉄塔、通信用無線鉄塔、配電用金物、通信用金物、道路施設機材、建築鉄骨 

     その他の事業………配電用高低圧碍子、マンホール等コンクリート製品、樹脂製品 

   ３ 消去又は全社に含めた主な内容は、提出会社本社の総務部門等管理部門にかかる費用753,291千円と提出会 

社における余資金運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等

7,549,049千円であります。 

                                                                                                      以  上 


