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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21年３月期決算短信の一部訂正に関するお知らせ 

 

 

 

 平成21年５月13日付で発表いたしました「平成21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19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成20年４月１日から 
平成21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 

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 
  

  
繰延税金資産 

建物 45,037千円

賞与引当金 80,193 

退職給付引当金 18,408 

役員退職慰労引当金 71,370 

土地 14,149 

繰越欠損金 325,504 

その他 104,532 

繰延税金資産小計 659,196 

評価性引当額 △552,327 

繰延税金資産合計 106,869 

繰延税金負債  

土地再評価に係る繰延税金負債 △153,164 

その他有価証券評価差額金 △27,338 

繰延税金負債合計 △180,503 

繰延税金資産純額 △73,634 
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前連結会計年度 
（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成20年４月１日から 
平成21年３月31日まで） 

 当連結会計年度における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。 

 当連結会計年度における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 102,315千円

固定資産－繰延税金資産 342 

流動負債－繰延税金負債 － 

固定負債－繰延税金負債 77,207 

固定負債－土地再評価に係る繰延税金

負債 

155,555 

  

  
流動資産－繰延税金資産 106,869千円

固定資産－繰延税金資産 － 

流動負債－繰延税金負債 － 

固定負債－繰延税金負債 27,338 

固定負債－土地再評価に係る繰延税金

負債 

153,164 

  
２ 法定実効税率と税効果会計適用後法人税等の負担率

との差異原因               （％） 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後法人税等の負担率

との差異原因               （％） 

  当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上 

しているため記載しておりません。 

 

 

法定実効税率 40.4

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 11.1

受取配当等永久に益金に算入されない項目 △11.1

住民税均等割額 7.9

のれん償却による影響額 △14.7

連結子会社と親会社の実効税率差による影響額 △3.4

持分法投資利益による影響額 △1.2

税効果を計上していない子会社欠損金 12.4

過年度繰延税金資産の計上 △3.0

関係会社間取引の相殺消去 

評価性引当額 

0.7

△4.7

その他 △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.2 
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（訂正後） （   下線部） 

前連結会計年度 
（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成20年４月１日から 
平成21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 

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 
  

  
繰延税金資産 

建物 45,037千円

賞与引当金 80,193 

退職給付引当金 18,408 

役員退職慰労引当金 71,370 

土地 14,149 

繰越欠損金 325,504 

その他 104,532 

繰延税金資産小計 659,196 

評価性引当額 △552,327 

繰延税金資産合計 106,869 

繰延税金負債  

土地再評価に係る繰延税金負債 △153,164 

その他有価証券評価差額金 △27,338 

繰延税金負債合計 △180,503 

繰延税金資産純額 △73,634 
  

 当連結会計年度における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。 

 当連結会計年度における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 102,315千円

固定資産－繰延税金資産 342 

流動負債－繰延税金負債 － 

固定負債－繰延税金負債 77,207 

固定負債－土地再評価に係る繰延税金

負債 

155,555 

  

  
流動資産－繰延税金資産 106,869千円

固定資産－繰延税金資産 － 

流動負債－繰延税金負債 － 

固定負債－繰延税金負債 27,338 

固定負債－土地再評価に係る繰延税金

負債 

153,164 

  
２ 法定実効税率と税効果会計適用後法人税等の負担率

との差異原因               （％） 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後法人税等の負担率

との差異原因               （％） 

  当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上 

しているため記載しておりません。 

 

 

法定実効税率 40.4

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 12.3

受取配当等永久に益金に算入されない項目 △11.1

住民税均等割額 7.9

のれん償却による影響額 △14.7

連結子会社と親会社の実効税率差による影響額 △3.4

（削除）                            （削除）

（削除）                            （削除）

過年度繰延税金資産の計上 △3.0

（削除）                            （削除）

評価性引当額の増減 9.6

その他 △3.8

税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.2 
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（セグメント情報） 

(１) 事業の種類別セグメント情報 

（訂正前） 

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） （   下線部） 

 
建設事業 
（千円） 

環境事業 

 （千円） 

不動産事業
（千円） 

その他事業
（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 

11,439,971 1,514,770 472,000 909,121 14,335,864 － 14,335,864

(2）セグメント間の内
部売上高 

1,788 37,073 － 52,082 90,943   (90,943) －

計 11,441,759 1,551,843 472,000 961,203 14,426,807   (90,943) 14,335,864

営業費用 10,851,848 1,265,636 487,967 944,551 13,550,004 704,215 14,254,219

営業損益 589,911 286,206    (15,966) 16,652 876,803   (795,159) 81,644

Ⅱ．資産、減価償却費及び

資本的支出 
  

資産 5,040,920 568,330 1,354,638 247,523 7,211,414 3,823,966 11,035,380

減価償却費 32,829 32,496 － 1,769 67,095 18,694 85,790

減損損失 2,616 － － － 2,616 2,908 5,525

資本的支出 80,668 9,638 636 － 90,943 13,754 104,698

 

（訂正後） 

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） （   下線部） 

 
建設事業 
（千円） 

環境事業 

 （千円） 

不動産事業
（千円） 

その他事業
（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 

11,439,971 1,514,770 472,000 909,121 14,335,864 － 14,335,864

(2）セグメント間の内
部売上高 

1,788 37,073 － 52,082 90,943   (90,943) －

計 11,441,759 1,551,843 472,000 961,203 14,426,807   (90,943) 14,335,864

営業費用 10,851,848 1,265,636 487,967 944,551 13,550,004 704,215 14,254,219

営業損益 589,911 286,206    (15,966) 16,652 876,803   (795,159) 81,644

Ⅱ．資産、減価償却費及び

資本的支出 
  

資産 5,040,920 568,330 1,354,638 247,523 7,211,414 3,823,966 11,035,380

減価償却費 32,829 32,496 － 1,769 67,095 18,694 85,790

減損損失 2,616 － － － 2,616 2,908 5,525

資本的支出 15,232 9,638 636 － 25,507 13,754 39,261
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（税効果会計関係） 

（訂正前） （   下線部） 

前事業年度 
（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成20年４月１日から 
平成21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 

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 
  

  
繰延税金資産 

土地 14,149千円

賞与引当金 40,601 

建物 17,878 

退職給付引当金 4,297 

役員退職慰労引当金 41,635 

繰越欠損金 244,233 

その他 58,280 

繰延税金資産小計 421,073 

評価性引当額 △353,670 

繰延税金資産合計 67,405 

繰延税金負債  

土地再評価に係る繰延税金負債 △153,164 

その他有価証券評価差額金 △23,639 

繰延税金負債合計 △176,804 

繰延税金資産純額 △109,399 
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後法人税等の負担率

との差異原因               （％） 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後法人税等の負担率

との差異原因               （％） 

  当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上 

しているため記載しておりません。 

 

 

法定実効税率 40.4

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 120.7

受取配当等永久に益金に算入されない項目 △169.4

住民税均等割額 93.9

評価性引当額 △4.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 81.3 
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（訂正後）（   下線部） 

前事業年度 
（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成20年４月１日から 
平成21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 

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 
  

  
繰延税金資産 

土地 14,149千円

賞与引当金 40,601 

建物 17,878 

退職給付引当金 4,297 

役員退職慰労引当金 41,635 

繰越欠損金 244,233 

その他 58,280 

繰延税金資産小計 421,075 

評価性引当額 △353,670 

繰延税金資産合計 67,405 

繰延税金負債  

土地再評価に係る繰延税金負債 △153,164 

その他有価証券評価差額金 △23,639 

繰延税金負債合計 △176,804 

繰延税金資産純額 △109,399 
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後法人税等の負担率

との差異原因               （％） 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後法人税等の負担率

との差異原因               （％） 

  当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上 

しているため記載しておりません。 

 

 

法定実効税率 40.4

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 140.4

受取配当等永久に益金に算入されない項目 △169.4

住民税均等割額 93.9

評価性引当額の増減 △19.3

その他 △4.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 81.3 

 

以上 

 

 

 


