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平成２１年６月２３日 
各      位 

会 社 名   常  磐  開  発  株  式  会  社 
代表者名  代表取締役社長   佐 川 藤 介 

(ＪＡＳＤＡＱ・コード番号 １７８２） 
問合せ先    常務取締役管理本部長  榊原 清隆 

ＴＥＬ.０２４６－７２－１１１１ 

 

 
（訂正）平成20年３月期決算短信の一部訂正に関するお知らせ 

 

 

 

 平成20年５月15日付で発表いたしました「平成20年３月期決算短信」について一部訂正がありましたのでお知らせ

いたします。なお、数値データにつきましては、訂正はございません。 

 

 

記 

 

36ページ 

（税効果会計関係） 

（訂正前）（   下線部） 

前連結会計年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

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 

投資有価証券 17,625千円

賞与引当金 101,631 

貸倒引当金 5,844 

退職給付引当金 81,571 

役員退職慰労引当金 70,372 

未払費用 22,699 

繰越欠損金 36,082 

その他 163,198 

繰延税金資産小計 499,025 

評価性引当額 △389,977 

繰延税金資産合計 109,048 

繰延税金負債  

土地再評価に係る繰延税金負債 △159,248 

その他有価証券評価差額金 △141,425 

繰延税金負債合計 △300,674 

繰延税金資産純額 △191,625 

 

（省略） 

 

  

  
繰延税金資産 

販売用不動産 150,597千円

賞与引当金 76,368 

退職給付引当金 37,510 

役員退職慰労引当金 69,665 

土地 57,251 

繰越欠損金 168,925 

その他 146,247 

繰延税金資産小計 706,567 

評価性引当額 △603,909 

繰延税金資産合計 102,657 

繰延税金負債  

土地再評価に係る繰延税金負債 △155,555 

その他有価証券評価差額金 △77,207 

繰延税金負債合計 △232,762 

繰延税金資産純額 △130,105 

 

 

（省略） 
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（訂正後）（   下線部） 

前連結会計年度 
（平成18年４月１日から 
平成19年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

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 

投資有価証券 17,625千円

賞与引当金 101,631 

貸倒引当金 5,844 

退職給付引当金 81,571 

役員退職慰労引当金 70,372 

未払費用 22,699 

繰越欠損金 36,082 

その他 124,237 

繰延税金資産小計 460,064 

評価性引当額 △351,016 

繰延税金資産合計 109,048 

繰延税金負債  

土地再評価に係る繰延税金負債 △159,248 

その他有価証券評価差額金 △141,425 

繰延税金負債合計 △300,674 

繰延税金資産純額 △191,625 

 

（省略） 

 

  

  
繰延税金資産 

販売用不動産 150,597千円

賞与引当金 76,368 

退職給付引当金 37,510 

役員退職慰労引当金 69,665 

土地 14,332 

繰越欠損金 168,925 

その他 146,247 

繰延税金資産小計 663,648 

評価性引当額 △560,990 

繰延税金資産合計 102,657 

繰延税金負債  

土地再評価に係る繰延税金負債 △155,555 

その他有価証券評価差額金 △77,207 

繰延税金負債合計 △232,762 

繰延税金資産純額 △130,105 

 

 

（省略） 
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（税効果会計関係） 

（訂正前） （   下線部） 

前事業年度 
（平成18年４月１日から 
  平成19年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成19年４月１日から 
  平成20年３月31日まで） 

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 

工事未払金 10,552千円

賞与引当金 61,203 

投資有価証券 14,703 

未払費用 14,288 

退職給付引当金 65,027 

役員退職慰労引当金 39,852 

その他 145,390 

繰延税金資産小計 351,018 

評価性引当額 △283,068 

繰延税金資産合計 67,949 

繰延税金負債  

土地再評価に係る繰延税金負債 △159,248 

その他有価証券評価差額金 △132,144 

繰延税金負債合計 △291,393 

繰延税金資産純額 △223,443 
  

  
繰延税金資産 

土地 57,251千円

賞与引当金 41,729 

販売用不動産 148,464 

退職給付引当金 20,764 

役員退職慰労引当金 36,126 

繰越欠損金 96,192 

その他 63,966 

繰延税金資産小計 464,495 

評価性引当額 △395,461 

繰延税金資産合計 69,034 

繰延税金負債  

土地再評価に係る繰延税金負債 △155,555 

その他有価証券評価差額金 △74,269 

繰延税金負債合計 △229,824 

繰延税金資産純額 △160,790 
  

 

（省略） 

 

（省略） 
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（訂正後） （   下線部） 

前事業年度 
（平成18年４月１日から 
  平成19年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成19年４月１日から 
  平成20年３月31日まで） 

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 

工事未払金 10,552千円

賞与引当金 61,203 

投資有価証券 14,703 

未払費用 14,288 

退職給付引当金 65,027 

役員退職慰労引当金 39,852 

その他 106,429 

繰延税金資産小計 312,057 

評価性引当額 △244,107 

繰延税金資産合計 67,949 

繰延税金負債  

土地再評価に係る繰延税金負債 △159,248 

その他有価証券評価差額金 △132,144 

繰延税金負債合計 △291,393 

繰延税金資産純額 △223,443 
  

  
繰延税金資産 

土地 14,332千円

賞与引当金 41,729 

販売用不動産 148,464 

退職給付引当金 20,764 

役員退職慰労引当金 36,126 

繰越欠損金 96,192 

その他 63,966 

繰延税金資産小計 421,576 

評価性引当額 △352,542 

繰延税金資産合計 69,034 

繰延税金負債  

土地再評価に係る繰延税金負債 △155,555 

その他有価証券評価差額金 △74,269 

繰延税金負債合計 △229,824 

繰延税金資産純額 △160,790 
  

 

（省略） 

 

（省略） 

 

 

 

以上 

 

 

 


