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平成 21年５月 25日 

各 位 

 会 社 名  英 和 株 式 会 社 

 代 表 者 名  代 表 取 締 役 社 長 阿部  健治 

 （ コ ー ド 番 号  9 8 5 7  大 証 第 二 部 ） 

 本社所在地  大阪市西区北堀江４丁目１番７号 

 
問 合 せ 先 

 取締役常務執行役員 
山枡  理伸 

 管理本部長 

 （電話 06－6539－4817） 

 

 

（訂正・数値データ修正あり） 

「平成 21年３月期決算短信」の一部訂正について 

 

平成 21年５月 13日に発表いたしました平成 21年３月期決算短信に一部訂正がございますので、下記の

とおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

記 

 

訂正箇所 

２ページ (参考) 個別業績の概要  1. 21 年３月期の個別業績（平成 20 年４月１日～平成 21

年３月 31日）   (1)個別経営成績 

３ページ １．経営成績  (1)経営成績に関する分析 

20ページ ４．【連結財務諸表】  (７) 【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変

更】  【表示方法の変更】 

20ページ ４．【連結財務諸表】  (７) 【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変

更】  【追加情報】 

23ページ ４．【連結財務諸表】  (８) 【連結財務諸表に関する注記事項】  （連結株主資本

等変動計算書関係）  当連結会計年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月

31日）  ４ 配当に関する事項  （２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、

配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

27ページ ４．【連結財務諸表】  (８) 【連結財務諸表に関する注記事項】  （有価証券関係）  

１ その他有価証券で時価のあるもの 

27ページ ４．【連結財務諸表】  (８) 【連結財務諸表に関する注記事項】  （有価証券関係）  

２ 連結会計年度中に売却したその他有価証券 

32ページ ５．【個別財務諸表】  (１) 【貸借対照表】 

42ページ ５．【個別財務諸表】  (６) 【重要な会計方針の変更】  【追加情報】 

45ページ ５．【個別財務諸表】  (７) 【個別財務諸表に関する注記事項】  （税効果会計関

係） 

 

訂正の理由 

・当連結会計年度中に売却したその他有価証券の売却額及び売却損の合計額について、連結損益計算 

 書及び連結キャッシュ・フロー計算書の数値と整合するように、取得原価を基準にした表記から簿 

 価を基準にした表記に訂正いたしました。 

・その他、四捨五入による端数調整間違いや入力間違いについて訂正いたしました。 
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２ページ 

(参考) 個別業績の概要 

1. 21年３月期の個別業績（平成 20 年４月１日～平成 21年３月 31日） 

 (1) 個別経営成績 

 

＜訂正前＞ 

 (％表示は対前期増減率)  
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

21 年３月期 28,886 △ 0.6 487 △ 0.1 550 3.8 156 △27.5 
20 年３月期 5.3 29,046 487 5.3 4.9 529 214 △16.9 

 
 

＜訂正後＞ 

 (％表示は対前期増減率)  
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

21 年３月期 28,886 △ 0.6 487 △ 0.1 550 3.8 156 △27.5 
20 年３月期 5.3 29,047 487 5.3 4.9 530 214 △16.9 

 

 

３ページ 

  １．経営成績 

  (１) 経営成績に関する分析 

  ※ 最終段落 

 

＜訂正前＞ 

平成22年３月期の連結業績見通しにつきましては、売上高260億円（前連結会計年度比10.6％減）、経

常利益２億72百万円（前連結会見年度比50.1％減）、当期純利益100百万円（前連結会計年度比22.1％減）

を見込んでおります。 

 

 

＜訂正後＞ 

平成22年３月期の連結業績見通しにつきましては、売上高260億円（前連結会計年度比10.6％減）、経

常利益２億72百万円（前連結会計年度比50.1％減）、当期純利益100百万円（前連結会計年度比22.1％減）

を見込んでおります。 
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20ページ 

  ４．【連結財務諸表】 

  (７) 【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】 

  【表示方法の変更】 

 

＜訂正前＞ 

前連結会計年度 
(自 平成 19年４月１日 
至 平成 20 年３月 31日) 

当連結会計年度 
(自 平成 20年４月１日 
至 平成 21年３月 31日) 

 
           ――― 
 
 

(連結貸借対照表)  
 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平
成 20 年８月７日内閣府令第 50 号）が適用となる
ことに伴い、前連結会計年度において、「たな卸資
産」として掲記されたものは、当連結会計年度か
ら「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」
に区分掲記しております。  
なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれ
る「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」

（連結損益計算書） 
 前連結会計年度において営業外収益の「その他」
に含めて表示しておりました「債務勘定整理益」
（前連結会計年度 2,761 千円）は、営業外収益の
10/100 を超えることとなったため、当連結会計年
度より区分掲記しております。 

はそれぞれ、364,945 千円、26,886 千円、78,762
千円であります。 
（連結損益計算書）  
 前連結会計年度において営業外収益の「その他」
に含めて表示しておりました「受取家賃」（前連結
会計年度 4,192千円）は、営業外収益の 10/100を
超えることとなったため、当連結会計年度より区
分掲記しております。            

 

 

＜訂正後＞ 

前連結会計年度 
(自 平成 19年４月１日 
至 平成 20 年３月 31日) 

当連結会計年度 
(自 平成 20年４月１日 
至 平成 21年３月 31日) 

 
           ――― 
 
 

(連結貸借対照表)  
 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平
成 20 年８月７日内閣府令第 50号）が適用となる
ことに伴い、前連結会計年度において、「たな卸資
産」として掲記されたものは、当連結会計年度か
ら「商品及び製品」「仕掛品」「原材料」に区分掲
記しております。  
なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれ
る「商品及び製品」「仕掛品」「原材料」

（連結損益計算書） 
 前連結会計年度において営業外収益の「その他」
に含めて表示しておりました「債務勘定整理益」
（前連結会計年度 2,761 千円）は、営業外収益の
10/100 を超えることとなったため、当連結会計年
度より区分掲記しております。 

はそれぞ
れ、364,945千円、26,886千円、78,762千円であ
ります。 
（連結損益計算書）  
 前連結会計年度において営業外収益の「その他」
に含めて表示しておりました「受取家賃」（前連結
会計年度 4,192千円）は、営業外収益の 10/100を
超えることとなったため、当連結会計年度より区
分掲記しております。 
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20ページ 

  ４．【連結財務諸表】 

  (７) 【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】 

  【追加情報】 

 

＜訂正前＞ 
前連結会計年度 

(自 平成 19年４月１日 
至 平成 20 年３月 31日) 

当連結会計年度 
(自 平成 20年４月１日 
至 平成 21年３月 31日) 

 
           ――― 

（退職給付会計） 
 退職給付債務の計算方法について、従来簡便法
によっておりましたが、期間損益計算の一層の精
緻化を図るため、当連結会計年度から原則法に変
更しております。 
 この変更に伴い、従来と同一の方法によった場
合に比べ当連結会計年度の販売費及び一般管理費
が 77,360千円減少し、営業利益及び経常利益

 

がそ
れぞれ 77,360千円増加しております。 
 また、簡便法から原則法への変更時差異 78,178
千円を特別損失に計上しているため、税金等調整
前当期純利益が 78,178千円減少しております。 

 

＜訂正後＞ 
前連結会計年度 

(自 平成 19年４月１日 
至 平成 20 年３月 31日) 

当連結会計年度 
(自 平成 20年４月１日 
至 平成 21年３月 31日) 

 
           ――― 

（退職給付会計） 
 退職給付債務の計算方法について、従来簡便法
によっておりましたが、期間損益計算の一層の精
緻化を図るため、当連結会計年度から原則法に変
更しております。 
 この変更に伴い、従来と同一の方法によった場
合に比べ当連結会計年度の販売費及び一般管理費
が 77,360千円減少し、経常利益及び税金等調整前
当期純利益

 

がそれぞれ 77,360 千円増加しており
ます。 
 また、簡便法から原則法への変更時差異 78,178
千円を特別損失に計上しているため、税金等調整
前当期純利益が 78,178千円減少しております。 
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23ページ 

  ４．【連結財務諸表】 

  (８) 【連結財務諸表に関する注記事項】 

  （連結株主資本等変動計算書関係） 

  当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

  ４ 配当に関する事項 

  （２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 

＜訂正前＞ 

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 
（千円） 

１株当たり 
配当額(円) 基準日 効力発生日 

平成 21 年６月
26日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 8.00 51,149 平成21年３月31
日 

平成21年６月29
日 

 
 
＜訂正後＞ 

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 
（千円） 

１株当たり 
配当額(円) 基準日 効力発生日 

平成 21 年６月
26日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 8.00 50,711 平成21年３月31
日 

平成21年６月29
日 
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27ページ 

  ４．【連結財務諸表】 

  (８) 【連結財務諸表に関する注記事項】 

  （有価証券関係） 

  １ その他有価証券で時価のあるもの 

 

＜訂正前＞ 

区分 

前連結会計年度 
(平成 20年３月 31日現在) 

当連結会計年度 
(平成 21年３月 31日現在) 

取得原価 
(千円) 

連結決算日に 
おける連結貸借 
対照表計上額 

(千円) 

差額 
(千円) 

取得原価 
(千円) 

連結決算日に 
おける連結貸借 
対照表計上額 

(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの 

      

① 株式 45,750 95,801 50,051 21,176 40,160 18,984 

② 債券       

国債・地方債等 100,162 102,694 2,532 100,148 102,300 2,152 

社債 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

その他 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

③ その他 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

小計 145,911 198,495 52,584 121,324 142,460 21,135 

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの 

      

① 株式 221,284 195,986 △ 25,298 242,558 165,056 

② 債券 

△ 77,501 

      

国債・地方債等 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

社債 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

その他 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

③ その他 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

小計 221,284 195,986 △ 25,298 242,558 165,056 

合計 

△ 77,501 

367,196 394,481  27,285 363,882 307,516 △ 56,367 

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 
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＜訂正後＞ 

区分 

前連結会計年度 
(平成 20年３月 31日現在) 

当連結会計年度 
(平成 21年３月 31日現在) 

取得原価 
(千円) 

連結決算日に 
おける連結貸借 
対照表計上額 

(千円) 

差額 
(千円) 

取得原価 
(千円) 

連結決算日に 
おける連結貸借 
対照表計上額 

(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの 

      

① 株式 45,750 95,801 50,051 21,176 40,160 18,984 

② 債券       

国債・地方債等 100,162 102,694 2,532 100,148 102,300 2,152 

社債 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

その他 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

③ その他 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

小計 145,911 198,495 52,584 121,324 142,460 21,135 

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの 

      

① 株式 221,284 195,986 △ 25,298 242,558 165,056 

② 債券 

△ 77,502 

      

国債・地方債等 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

社債 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

その他 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

③ その他 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

小計 221,284 195,986 △ 25,298 242,558 165,056 

合計 

△ 77,502 

367,196 394,481  27,285 363,882 307,516 △ 56,367 

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 
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27ページ 

  ４．【連結財務諸表】 

  (８) 【連結財務諸表に関する注記事項】 

  （有価証券関係） 

  ２ 連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 

＜訂正前＞ 

区分 
前連結会計年度 

(自 平成 19年４月１日 
至 平成 20年３月 31日) 

当連結会計年度 
(自 平成 20年４月１日 
至 平成 21年３月 31日) 

売却額(千円) 0 

売却益の合計額(千円) 

3,300 

0 0 

売却損の合計額(千円) ― 

 

6,491 

 

＜訂正後＞ 

区分 
前連結会計年度 

(自 平成 19年４月１日 
至 平成 20年３月 31日) 

当連結会計年度 
(自 平成 20年４月１日 
至 平成 21年３月 31日) 

売却額(千円) 0 

売却益の合計額(千円) 

1,918 

0 0 

売却損の合計額(千円) ― 

 

1,382 
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32ページ 

  ５．【個別財務諸表】 

  (１) 【貸借対照表】 

 

＜訂正前＞ 
   (単位：千円) 

    
前事業年度 

(平成 20年３月 31日) 

当事業年度 

(平成 21年３月 31日) 

資産の部    

 流動資産    

  現金及び預金  1,314,177 1,759,846 

  受取手形  2,617,688 2,294,917 

  売掛金  10,780,436 10,157,887 

  商品  338,953 391,349 

  前渡金  183,559 37,996 

  前払費用  25,464 34,873 

  繰延税金資産  146,682 156,102 

  未収収益  42 1,100 

  その他  40,827 56,106 

  貸倒引当金  △1,349 △9,990 

  流動資産合計  15,446,480 14,880,186 

 固定資産    

  有形固定資産    

   建物  1,349,608 1,354,355 

    減価償却累計額  △766,508 △802,425 

    建物（純額）  583,100 551,930 

   構築物  25,523 25,523 

    減価償却累計額  △17,856 △18,442 

    構築物（純額）  7,667 7,081 

   機械及び装置  820 820 

    減価償却累計額  △628 △662 

    機械及び装置（純額）  192 158 

   工具、器具及び備品  168,260 188,435 

    減価償却累計額  △104,031 △136,138 

    工具、器具及び備品（純額）  64,229 52,297 

   土地  790,020 790,020 

   有形固定資産合計  1,445,208 1,401,487 

  無形固定資産    

   ソフトウエア  51,517 45,732 

   電話加入権  13,336 13,336 

   無形固定資産合計  64,854 59,068 

  投資その他の資産    

   投資有価証券  436,315 359,350 

   関係会社株式  431,160 431,160 

   関係会社出資金  100,000 100,000 

   破産更生債権等  2,183 24,513 

   長期前払費用  5,563 4,836 

   繰延税金資産  74,947 69,318 

   差入保証金  299,609 311,474 

   保険積立金  389,190 441,442 

   その他  22,747 2,000 

   貸倒引当金  △64,106 △70,575 

   投資その他の資産合計  1,697,608 1,673,518 

  固定資産合計  3,207,669 3,134,073 

 資産合計  18,654,149 18,014,258 
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＜訂正後＞ 
   (単位：千円) 

    
前事業年度 

(平成 20年３月 31日) 

当事業年度 

(平成 21年３月 31日) 

資産の部    

 流動資産    

  現金及び預金  1,314,177 1,759,846 

  受取手形  2,617,688 2,294,917 

  売掛金  10,780,436 10,157,887 

  商品  338,953 391,349 

  前渡金  183,559 37,996 

  前払費用  25,464 34,873 

  繰延税金資産  146,682 156,102 

  未収収益  42 1,100 

  その他  40,827 56,106 

  貸倒引当金  △1,349 △9,990 

  流動資産合計  15,446,480 14,880,186 

 固定資産    

  有形固定資産    

   建物  1,349,608 1,353,042 

    減価償却累計額  △766,508 △801,112 

    建物（純額）  583,100 551,930 

   構築物  25,523 25,523 

    減価償却累計額  △17,856 △18,442 

    構築物（純額）  7,667 7,081 

   機械及び装置  820 820 

    減価償却累計額  △628 △662 

    機械及び装置（純額）  192 158 

   工具、器具及び備品  168,260 183,634 

    減価償却累計額  △104,031 △131,337 

    工具、器具及び備品（純額）  64,229 52,297 

   土地  790,020 790,020 

   有形固定資産合計  1,445,208 1,401,487 

  無形固定資産    

   ソフトウエア  51,517 45,732 

   電話加入権  13,336 13,336 

   無形固定資産合計  64,854 59,068 

  投資その他の資産    

   投資有価証券  436,315 359,350 

   関係会社株式  431,160 431,160 

   関係会社出資金  100,000 100,000 

   破産更生債権等  2,183 24,513 

   長期前払費用  5,563 4,836 

   繰延税金資産  74,947 69,318 

   差入保証金  299,609 311,474 

   保険積立金  389,190 441,442 

   その他  22,747 2,000 

   貸倒引当金  △64,106 △70,575 

   投資その他の資産合計  1,697,608 1,673,518 

  固定資産合計  3,207,669 3,134,073 

 資産合計  18,654,149 18,014,258 
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42ページ 

  ５．【個別財務諸表】 

  (６) 【重要な会計方針の変更】 

  【追加情報】 

 

＜訂正前＞ 

前事業年度 
(自 平成 19年４月１日 
至 平成 20 年３月 31日) 

当事業年度 
(自 平成 20年４月１日 
至 平成 21年３月 31日) 

 
           ――― 

（退職給付会計） 
 退職給付債務の計算方法について、従来簡便法
によっておりましたが、期間損益計算の一層の精
緻化を図るため、当事業年度から原則法に変更し
ております。 
 この変更に伴い、従来と同一の方法によった場
合に比べ当事業年度の販売費及び一般管理費が
77,360千円減少し、営業利益及び経常利益

 

がそれ
ぞれ 77,360千円増加しております。 
 また、簡便法から原則法への変更時差異 78,178
千円を特別損失に計上しているため、税引前当期
純利益が 78,178千円減少しております。 

 

＜訂正後＞ 

前事業年度 
(自 平成 19年４月１日 
至 平成 20 年３月 31日) 

当事業年度 
(自 平成 20年４月１日 
至 平成 21年３月 31日) 

 
           ――― 

（退職給付会計） 
 退職給付債務の計算方法について、従来簡便法
によっておりましたが、期間損益計算の一層の精
緻化を図るため、当事業年度から原則法に変更し
ております。 
 この変更に伴い、従来と同一の方法によった場
合に比べ当事業年度の販売費及び一般管理費が
77,360千円減少し、経常利益及び税引前当期純利
益

 

がそれぞれ 77,360千円増加しております。 
 また、簡便法から原則法への変更時差異 78,178
千円を特別損失に計上しているため、税引前当期
純利益が 78,178千円減少しております。 
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45ページ 

  ５．【個別財務諸表】 

  (７) 【個別財務諸表に関する注記事項】 

  （税効果会計関係） 

 

＜訂正前＞ 

前事業年度 
(平成 20年３月 31日) 

当事業年度 
(平成 21年３月 31日) 

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別
内訳 
  繰延税金資産 

賞与引当金 109,620千円 
役員退職慰労引当金 38,285千円 
退職給付引当金 ─ 千円 
退職給付信託有価証券 58,833千円 
投資有価証券等評価損 32,350千円 
貸倒引当金 25,305千円 
未払事業税 14,808千円 
その他有価証券評価差額 ─ 千円 
その他 67,188千円 

繰延税金資産小計 346,391千円 
評価性引当額 78,885千円 

繰延税金資産合計 267,506千円 
繰延税金負債  
買換資産圧縮積立金 △ 31,408千円 
その他有価証券評価差額金 △ 11,078千円 
前払年金費用 △ 3,257千円 
その他 △ 133千円 

繰延税金負債合計 △ 45,876千円 

繰延税金資産の純額 221,629千円 
  

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別
内訳 
  繰延税金資産 

賞与引当金 113,680千円 
役員退職慰労引当金 44,584千円 
退職給付引当金 22,422千円 
退職給付信託有価証券 60,940千円 
投資有価証券等評価損 83,995千円 
貸倒引当金 26,719千円 
未払事業税 9,077千円 
その他有価証券評価差額 9,188千円 
その他 34,019千円 

繰延税金資産小計 404,625千円 
評価性引当額  149,033千円 

繰延税金資産合計 255,592千円 
繰延税金負債  
買換資産圧縮積立金 △ 29,994千円 
その他有価証券評価差額金 ─ 千円 
前払年金費用 ─ 千円 
その他 △ 177千円 

繰延税金負債合計 △ 30,171千円 

繰延税金資産の純額 225,421
  

千円 

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等
の負担率との差異原因 
法定実効税率 40.6％ 
（調整）  
交際費等永久に損金算入されな
い項目 

5.1％ 

住民税均等割等 6.8％ 
スケジューリング不能の一時差
異 

7.5％ 

その他 △ 2.4％ 

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

57.5％ 

  

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等
の負担率との差異原因 
法定実効税率 40.6％ 
（調整）  
交際費等永久に損金算入されな
い項目 

△ 1.7％ 

住民税均等割等 8.1％ 
スケジューリング不能の一時差
異 

16.1％ 

その他 1.1％ 

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

64.3％ 
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＜訂正後＞ 

前事業年度 
(平成 20年３月 31日) 

当事業年度 
(平成 21年３月 31日) 

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別
内訳 
  繰延税金資産 

賞与引当金 109,620千円 
役員退職慰労引当金 38,285千円 
退職給付引当金 ─ 千円 
退職給付信託有価証券 58,833千円 
投資有価証券等評価損 32,350千円 
貸倒引当金 25,305千円 
未払事業税 14,808千円 
その他有価証券評価差額 ─ 千円 
その他 67,188千円 

繰延税金資産小計 346,391千円 
評価性引当額 78,885千円 

繰延税金資産合計 267,506千円 
繰延税金負債  
買換資産圧縮積立金 △ 31,408千円 
その他有価証券評価差額金 △ 11,078千円 
前払年金費用 △ 3,257千円 
その他 △ 133千円 

繰延税金負債合計 △ 45,876千円 

繰延税金資産の純額 221,629千円 
  

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別
内訳 
  繰延税金資産 

賞与引当金 113,680千円 
役員退職慰労引当金 44,584千円 
退職給付引当金 22,422千円 
退職給付信託有価証券 60,940千円 
投資有価証券等評価損 83,995千円 
貸倒引当金 26,719千円 
未払事業税 9,077千円 
その他有価証券評価差額 9,188千円 
その他 34,019千円 

繰延税金資産小計 404,625千円 
評価性引当額  149,033千円 

繰延税金資産合計 255,592千円 
繰延税金負債  
買換資産圧縮積立金 △ 29,994千円 
その他有価証券評価差額金 ─ 千円 
前払年金費用 ─ 千円 
その他 △ 177千円 

繰延税金負債合計 △ 30,171千円 

繰延税金資産の純額 225,420
  

千円 

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等
の負担率との差異原因 
法定実効税率 40.6％ 
（調整）  
交際費等永久に損金算入されな
い項目 

5.1％ 

住民税均等割等 6.8％ 
スケジューリング不能の一時差
異 

7.5％ 

その他 △ 2.4％ 

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

57.5％ 

  

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等
の負担率との差異原因 
法定実効税率 40.6％ 
（調整）  
交際費等永久に損金算入されな
い項目 

△ 1.7％ 

住民税均等割等 8.1％ 
スケジューリング不能の一時差
異 

16.1％ 

その他 1.1％ 

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 

64.3％ 
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