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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成16年11月26日に提出いたしました第33期(自 平成15年９月１日 至 平成16年８月31日)有価証券報告書の記

載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、証券取引法第24条の２第１項に基づき、本訂正報告書を提出する

ものであります。 

  

２ 【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第５ 経理の状況 

１ 連結財務諸表等 

  注記事項 

  (税効果会計関係) 

２ 財務諸表等 

注記事項 

  (税効果会計関係) 

  

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 

  

  



第一部 【企業情報】 

第５ 【経理の状況】 
１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

注記事項 

(税効果会計関係) 

(訂正前) 

  

  

  

  

(訂正後) 

  

前連結会計年度
(平成15年８月31日) 

当連結会計年度
(平成16年８月31日) 

１ 繰延税金資産およ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(流動)   

 賞与引当金限度超過額 53百万円

 未払事業所税否認額 32百万円

 貸倒引当金限度超過額 15百万円

 その他 28百万円

 繰延税金資産合計 129百万円

繰延税金負債(流動)   

 債権債務の相殺消去に係る 
 貸倒引当金の減額修正 

△1百万円

  繰延税金負債合計 △1百万円

  繰延税金資産の純額 127百万円

１ 繰延税金資産およ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(流動)   

未払事業税否認額 93百万円

賞与引当金限度超過額 62百万円

未払事業所税否認額 36百万円

貸倒引当金限度超過額 26百万円

その他 73百万円

繰延税金資産合計 291百万円

繰延税金負債(流動)   

債権債務の相殺消去に係る
 貸倒引当金の減額修正 

△1百万円

 繰延税金負債合計 △1百万円

 繰延税金資産の純額 289百万円

  

繰延税金資産(固定) 

 役員退職慰労引当金限度超過額 158百万円

 退職給付引当金限度超過額 140百万円

 減価償却超過額 26百万円

 貸倒引当金限度超過額 15百万円

 その他 51百万円

  繰延税金資産合計 391百万円

繰延税金負債(固定) 

 その他有価証券評価差額金 △14百万円

  繰延税金負債合計 △14百万円

  繰延税金資産の純額 377百万円

  

繰延税金資産(固定)  

役員退職慰労引当金限度超過額 173百万円

退職給付引当金限度超過額 170百万円

減損損失 38百万円

減価償却超過額 29百万円

貸倒引当金限度超過額 20百万円

その他 63百万円

 繰延税金資産合計 496百万円

繰延税金負債(固定)  

その他有価証券評価差額金 △23百万円

 繰延税金負債合計 △23百万円

 繰延税金資産の純額 472百万円

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 42.1％

(調整) 

合併に伴う青色欠損金の引継額 △20.7％

住民税均等割額 8.6％

交際費等の損金不算入額 1.9％

税率変更に伴う期末繰延税金資産の減額修正 0.6％

固定資産除却損否認 0.5％

その他 1.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.6％

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 42.1％

(調整)  

減損損失 10.1％

住民税均等割額 9.4％

交際費等の損金不算入額 2.7％

税率変更に伴う期末繰延税金資産の減額修正 0.5％

合併に伴う青色欠損金の引継額 △0.6％

その他 △5.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 58.4％

前連結会計年度 当連結会計年度



  

(平成15年８月31日) (平成16年８月31日) 

１ 繰延税金資産およ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(流動)   

 賞与引当金限度超過額 53百万円

 未払事業所税否認額 32百万円

 貸倒引当金限度超過額 15百万円

 その他 28百万円

 繰延税金資産合計 129百万円

繰延税金負債(流動)   

 債権債務の相殺消去に係る 
 貸倒引当金の減額修正 

△1百万円

  繰延税金負債合計 △1百万円

  繰延税金資産の純額 127百万円

１ 繰延税金資産およ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(流動)   

未払事業税否認額 93百万円

賞与引当金限度超過額 62百万円

未払事業所税否認額 36百万円

貸倒引当金限度超過額 26百万円

その他 73百万円

繰延税金資産合計 291百万円

繰延税金負債(流動)   

債権債務の相殺消去に係る
 貸倒引当金の減額修正 

△1百万円

 繰延税金負債合計 △1百万円

 繰延税金資産の純額 289百万円

  

繰延税金資産(固定) 

 役員退職慰労引当金限度超過額 158百万円

 退職給付引当金限度超過額 140百万円

 減価償却超過額 26百万円

 貸倒引当金限度超過額 15百万円

 その他 51百万円

  繰延税金資産合計 391百万円

繰延税金負債(固定) 

 その他有価証券評価差額金 △14百万円

  繰延税金負債合計 △14百万円

  繰延税金資産の純額 377百万円

  

繰延税金資産(固定)  

役員退職慰労引当金限度超過額 173百万円

退職給付引当金限度超過額 170百万円

減損損失 253百万円

減価償却超過額 29百万円

貸倒引当金限度超過額 20百万円

その他 63百万円

繰延税金資産小計 711百万円

評価性引当額 △215百万円

 繰延税金資産合計 496百万円

繰延税金負債(固定)  

その他有価証券評価差額金 △23百万円

 繰延税金負債合計 △23百万円

 繰延税金資産の純額 472百万円

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 42.1％

(調整) 

合併に伴う青色欠損金の引継額 △20.7％

住民税均等割額 8.6％

交際費等の損金不算入額 1.9％

税率変更に伴う期末繰延税金資産の減額修正 0.6％

固定資産除却損否認 0.5％

その他 1.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.6％

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 42.1％

(調整)  

評価性引当額 10.1％

住民税均等割額 9.4％

交際費等の損金不算入額 2.7％

税率変更に伴う期末繰延税金資産の減額修正 0.5％

合併に伴う青色欠損金の引継額 △0.6％

その他 △5.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 58.4％



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

注記事項 

(税効果会計関係) 

(訂正前) 

  

  

前事業年度 
(平成15年８月31日) 

当事業年度
(平成16年８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) 

  

  

  

  

    (繰延税金負債) 

  

①流動資産  

賞与引当金限度超過額 39百万円

未払事業所税否認額 29百万円

その他 11百万円

計 80百万円

②固定資産  

役員退職慰労引当金 

限度超過額 
151百万円

退職給付引当金 
限度超過額 

116百万円

減価償却超過額 24百万円

その他 81百万円

計 373百万円

繰延税金資産合計 454百万円

固定負債  

その他有価証券評価差額金 △14百万円

繰延税金負債合計 △14百万円

繰延税金資産の純額 439百万円

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(流動) 

  

    繰延税金負債(固定)  

  

未払事業税否認額 86百万円

賞与引当金限度超過額 45百万円

未払事業所税否認額 32百万円

その他 48百万円

繰延税金資産合計 212百万円

繰延税金資産の純額 212百万円

 繰延税金資産(固定)  

役員退職慰労引当金 

限度超過額 
160百万円

退職給付引当金
限度超過額 

145百万円

減損損失 38百万円

減価償却超過額 21百万円

その他 76百万円

繰延税金資産合計 443百万円

その他有価証券評価差額金 △22百万円

繰延税金負債合計 △22百万円

繰延税金資産の純額 420百万円

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 42.1％

(調整) 

合併に伴う青色欠損金の引 

継額 

△22.9％

住民税均等割等 9.1％

交際費等の損金不算入額 1.8％

税率変更に伴う期末繰延税 

金資産の減額修正 
0.7％

受取配当等の益金不算入額 △0.7％

その他 0.1％

  税効果会計適用後の 

  法人税等の負担率 
30.2％

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 42.1％

(調整)  

減損損失 11.8％

住民税均等割等 10.6％

交際費等の損金不算入額 2.4％

税率変更に伴う期末繰延税 

金資産の減額修正 
0.4％

受取配当等の益金不算入額 △0.1％

その他 △4.3％

  税効果会計適用後の 

  法人税等の負担率 
62.9％



(訂正後) 

  

  

前事業年度 
(平成15年８月31日) 

当事業年度
(平成16年８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) 

  

  

  

  

    (繰延税金負債) 

  

①流動資産  

賞与引当金限度超過額 39百万円

未払事業所税否認額 29百万円

その他 11百万円

計 80百万円

②固定資産  

役員退職慰労引当金 

限度超過額 
151百万円

退職給付引当金 
限度超過額 

116百万円

減価償却超過額 24百万円

その他 81百万円

計 373百万円

繰延税金資産合計 454百万円

固定負債  

その他有価証券評価差額金 △14百万円

繰延税金負債合計 △14百万円

繰延税金資産の純額 439百万円

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(流動) 

  

    繰延税金負債(固定)  

  

未払事業税否認額 86百万円

賞与引当金限度超過額 45百万円

未払事業所税否認額 32百万円

その他 48百万円

繰延税金資産合計 212百万円

繰延税金資産の純額 212百万円

 繰延税金資産(固定)  

役員退職慰労引当金 

限度超過額 
160百万円

退職給付引当金
限度超過額 

145百万円

減損損失 253百万円

減価償却超過額 21百万円

その他 76百万円

  繰延税金資産小計 658百万円

  評価性引当額 △215百万円

繰延税金資産合計 443百万円

その他有価証券評価差額金 △22百万円

繰延税金負債合計 △22百万円

繰延税金資産の純額 420百万円

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 42.1％

(調整) 

合併に伴う青色欠損金の引 

継額 

△22.9％

住民税均等割等 9.1％

交際費等の損金不算入額 1.8％

税率変更に伴う期末繰延税 

金資産の減額修正 
0.7％

受取配当等の益金不算入額 △0.7％

その他 0.1％

  税効果会計適用後の 

  法人税等の負担率 
30.2％

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 42.1％

(調整)  

評価性引当額 11.8％

住民税均等割等 10.6％

交際費等の損金不算入額 2.4％

税率変更に伴う期末繰延税 

金資産の減額修正 
0.4％

受取配当等の益金不算入額 △0.1％

その他 △4.3％

  税効果会計適用後の 

  法人税等の負担率 
62.9％
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