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（訂正）平成 21 年１月期 決算短信の一部訂正について 

 
平成 21 年３月 17 日に公表いたしました「平成 21 年１月期 決算短信」の一部につきまして誤りが

ありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所に下線を付しております。 
記 

訂正箇所 
P44 注記事項（税効果会計関係） 
【訂正前】 

（税効果会計関係） 

前連結会計年度 

（平成 20 年１月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 21 年１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   

未払事業税       20,217 千円

賞与引当金等 166,707 

貸倒引当金 52,684 

未払役員退職慰労金 71,195 

退職給付引当金 58,751 

株式評価損 205,807 

減損損失 383,924 

繰越欠損金 462,351 

土地・建物未実現利益 24,764 

その他 132,357 

小計 1,578,761 

評価性引当額 △542,496 

合計 1,036,264 

繰延税金負債   

固定資産圧縮積立金 △121,071 

特別償却準備金 △648 

連結受入資産評価差額 △42,485 

その他有価証券評価差額金 △118,760 

繰延ヘッジ損益 4,150 

その他 △2,031 

合計 △280,846 

繰延税金資産の純額 755,417  

繰延税金資産   

未払事業税   42,196 千円

賞与引当金等 105,582 

貸倒引当金 60,684 

未払役員退職慰労金 33,858 

退職給付引当金 △28,227 

株式評価損 56,751 

減損損失 428,249 

繰越欠損金 1,100,420 

土地・建物未実現利益 24,764 

その他 321,455 

小計 2,145,735 

評価性引当額 △809,077 

合計 1,336,657 

繰延税金負債   

固定資産圧縮積立金 △125,317 

特別償却準備金 － 

連結受入資産評価差額 △42,485 

その他有価証券評価差額金 △11,184 

繰延ヘッジ損益 △238 

その他 △5,540 

合計 △184,765 

繰延税金資産の純額 1,151,892  

  

 
 



前連結会計年度 

（平成 20 年１月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 21 年１月 31 日） 

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。 

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に

含まれております。 

流動資産─繰延税金資産   272,929 千円

固定資産─繰延税金資産 537,379 

流動負債─繰延税金負債 － 

固定負債─繰延税金負債 54,891  

流動資産─繰延税金資産 281,867 千円

固定資産─繰延税金資産 924,937 

流動負債─繰延税金負債 － 

固定負債─繰延税金負債 54,913  

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 

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 

（調整）   

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 
△0.40 

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 
3.75 

その他 △6.05 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.68 

  

  （単位％）

法定実効税率 40.64 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 5.95 

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
△1.84 

法人税等還付 △42.98 

住民税均等割額 18.96 

回収可能性が見込まれない繰越欠損金等

の額 
152.95 

税務上の繰越欠損金等の利用 △117.42 

その他 △72.22 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △15.96  

【訂正後】 
（税効果会計関係） 

前連結会計年度 

（平成 20 年１月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 21 年１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   

未払事業税       20,217 千円

賞与引当金等 166,707 

貸倒引当金 52,684 

未払役員退職慰労金 71,195 

退職給付引当金 58,751 

株式評価損 205,807 

減損損失 383,924 

繰越欠損金 462,351 

土地・建物未実現利益 24,764 

その他 132,357 

小計 1,578,761 

評価性引当額 △542,496 

合計 1,036,264 

繰延税金負債   

固定資産圧縮積立金 △121,071 

特別償却準備金 △648 

連結受入資産評価差額 △42,485 

その他有価証券評価差額金 △118,760 

繰延ヘッジ損益 4,150 

その他 △2,031 

合計 △280,846 

繰延税金資産の純額 755,417  

繰延税金資産   

未払事業税   42,196 千円

賞与引当金等 120,133 

貸倒引当金 60,684 

未払役員退職慰労金 33,858 

退職給付引当金 13,362 

株式評価損 56,751 

減損損失 367,504 

繰越欠損金 842,970 

土地・建物未実現利益 24,764 

その他 298,310 

小計 1,860,535 

評価性引当額 △491,344 

合計 1,369,191 

繰延税金負債   

固定資産圧縮積立金 △121,819 

連結受入資産評価差額 △42,485 

その他 △52,994 

合計 △217,298 

繰延税金資産の純額 1,151,892  

  



 

前連結会計年度 

（平成 20 年１月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 21 年１月 31 日） 

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。 

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に

含まれております。 

流動資産─繰延税金資産   272,929 千円

固定資産─繰延税金資産 537,379 

流動負債─繰延税金負債 － 

固定負債─繰延税金負債 54,891  

流動資産─繰延税金資産 281,867 千円

固定資産─繰延税金資産 924,937 

流動負債─繰延税金負債 － 

固定負債─繰延税金負債 54,913  

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 

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 

（調整）   

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 
△0.40 

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 
3.75 

その他 △6.05 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.68 

  

  （単位％）

法定実効税率 40.64 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 5.95 

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
△1.84 

住民税均等割額 18.96 

回収可能性が見込まれない繰越欠損金等

の額 
92.89 

税務上の繰越欠損金等の利用 △120.15 

その他 △52.41 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △15.96  

以 上 
 


