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平成 21 年 6 月 24 日 

各 位 

会 社 名  西川ゴム工業株式会社 

代表者名  代表取締役社長 西川 正洋 

（コード番号: 5161 東証二部） 

問合せ先  取締役管理本部副本部長 福岡 美朝 

（ＴＥＬ  （082）237－9371） 
 
 
 

（訂正・数値データ訂正あり）「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１２日に公表いたしました「平成２１年３月期 決算短信」の記載内容に一部訂正が 
ありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は下線にて表示しております。 
 
 

記 
 
（１ページ） 
【訂正前】 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第 1 四半期末 第 2 四半期末 第 3 四半期末 期末 年間 

配当金総額 

（年間） 

配当性向 

（連結） 

純資産配当率

（連結） 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20 年 3 月期 － 9.00 － 9.00 18.00 350 14.6 0.9

21 年 3 月期 － 9.00 － 6.00 15.00 292 △16.8 0.8

22 年 3 月期   

（予想） 
－ － － － － 

 
－ 

 
【訂正後】 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第 1 四半期末 第 2 四半期末 第 3 四半期末 期末 年間 

配当金総額 

（年間） 

配当性向 

（連結） 

純資産配当率

（連結） 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20 年 3 月期 － 9.00 － 9.00 18.00 350 14.6 0.9

21 年 3 月期 － 9.00 － 6.00 15.00 292 － 0.8

22 年 3 月期   

（予想） 
－ － － － － 

 
－ 

 



２ 

（３２ページ） 
【訂正前】 
（税効果会計関係） 

前連結会計年度 

(平成 20 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 21 年３月 31 日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

 繰延税金資産 

  退職給付引当金 1,059 百万円

  賞与引当金 352 百万円

  有価証券評価損 245 百万円

  役員退職慰労引当金 124 百万円

  減価償却費 70 百万円

  製品保証引当金 90 百万円

  未払事業税 42 百万円

  その他 353 百万円

 繰延税金資産小計 2,339 百万円

 評価性引当額 △460 百万円

 繰延税金資産合計 1,878 百万円

 繰延税金負債 

  その他有価証券評価差額金 446 百万円

  固定資産圧縮積立金 179 百万円

  持分法適用会社留保利益 257 百万円

  その他 4 百万円

 繰延税金負債合計 889 百万円

 繰延税金資産の純額 989 百万円 

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 

  繰越欠損金 1,124 百万円

  退職給付引当金 967 百万円

  賞与引当金 310 百万円

  有価証券評価損 274 百万円

  役員退職慰労引当金 138 百万円

  減価償却費 95 百万円

  製品保証引当金 80 百万円

  貸倒引当金 63 百万円

  その他 276 百万円

 繰延税金資産小計 3,331 百万円

 評価性引当額 △1,599 百万円

 繰延税金資産合計 1,732 百万円

 繰延税金負債 

  その他有価証券評価差額金 199 百万円

  固定資産圧縮積立金 175 百万円

  持分法適用会社留保利益 155 百万円

 繰延税金負債合計 531 百万円

 繰延税金資産の純額 1,201 百万円 

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 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 
0.8％

 受取配当金等永久に益金に 

算入されない項目 
△0.6％

 住民税均等割等 0.7％

 関係会社持分法利益 △10.0％

 関係会社持分変動損失 12.3％

 試験研究費等の税額控除 △0.4％

 税務上の繰越欠損金の利用 △19.1％

 評価性引当額の増減 3.7％

 その他 2.9％

  税効果会計適用後の 

 法人税等の負担率 
30.7％

 
 

 

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 

当連結会計年度については、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。 

  

 

 

 

 



３ 

【訂正後】 

（税効果会計関係） 

前連結会計年度 

(平成 20 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 21 年３月 31 日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

 繰延税金資産 

  退職給付引当金 1,059 百万円

  賞与引当金 352 百万円

  有価証券評価損 245 百万円

  役員退職慰労引当金 124 百万円

  減価償却費 70 百万円

  製品保証引当金 90 百万円

  未払事業税 42 百万円

  その他 353 百万円

 繰延税金資産小計 2,339 百万円

 評価性引当額 △460 百万円

 繰延税金資産合計 1,878 百万円

 繰延税金負債 

  その他有価証券評価差額金 446 百万円

  固定資産圧縮積立金 179 百万円

  持分法適用会社留保利益 257 百万円

  その他 4 百万円

 繰延税金負債合計 889 百万円

 繰延税金資産の純額 989 百万円 

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 

  繰越欠損金 1,148 百万円

  退職給付引当金 967 百万円

  賞与引当金 310 百万円

  有価証券評価損 260 百万円

  役員退職慰労引当金 138 百万円

  減価償却費 95 百万円

  製品保証引当金 80 百万円

  貸倒引当金 63 百万円

  その他 276 百万円

 繰延税金資産小計 3,341 百万円

 評価性引当額 △1,609 百万円

 繰延税金資産合計 1,732 百万円

 繰延税金負債 

  その他有価証券評価差額金 199 百万円

  固定資産圧縮積立金 175 百万円

  持分法適用会社留保利益 155 百万円

 繰延税金負債合計 531 百万円

 繰延税金資産の純額 1,201 百万円 

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 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 
0.8％

 受取配当金等永久に益金に 

算入されない項目 
△0.6％

 住民税均等割等 0.7％

 関係会社持分法利益 △10.0％

 関係会社持分変動損失 12.3％

 試験研究費等の税額控除 △0.4％

 税務上の繰越欠損金の利用 △19.1％

 評価性引当額の増減 3.7％

 その他 2.9％

  税効果会計適用後の 

 法人税等の負担率 
30.7％

 
 

 

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 

当連結会計年度については、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。 

  

以 上 


