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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2021年６月29日に提出いたしました第85期（自 2020年４月１日　至 2021年３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、これを訂正するため有価証券報告書の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

　　　　(1) 連結財務諸表

　　　　　注記事項

　　　　　　(連結包括利益計算書関係)

　　　　　(退職給付関係)

　　　　　(セグメント情報等)

 
３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。
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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】

 
(連結包括利益計算書関係)

(訂正前)

※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
 

 
当連結会計年度

(自 2020年４月１日
 至 2021年３月31日)

その他有価証券評価差額金  

当期発生額 670,454千円

組替調整額 △54,370 〃

税効果調整前 616,084 〃

税効果額 △188,476 〃

その他有価証券評価差額金 427,607 〃

為替換算調整勘定  

当期発生額 △216,195千円

退職給付に係る調整額  

当期発生額 281,850千円

組替調整額 59,516 〃

税効果調整前 341,366 〃

税効果額 △88,867 〃

退職給付に係る調整額 252,498 〃
 

(省略）

 
(訂正後)

※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
 

 
当連結会計年度

(自 2020年４月１日
 至 2021年３月31日)

その他有価証券評価差額金  

当期発生額 670,454千円

組替調整額 △54,370 〃

税効果調整前 616,084 〃

税効果額 △188,476 〃

その他有価証券評価差額金 427,607 〃

為替換算調整勘定  

当期発生額 △216,195千円

退職給付に係る調整額  

当期発生額 311,082千円

組替調整額 45,035 〃

税効果調整前 356,118 〃

税効果額 △103,619 〃

退職給付に係る調整額 252,498 〃
 

(省略）
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(退職給付関係)

(訂正前)

(5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

  (単位：千円)
 当連結会計年度

(自　2020年４月１日
 至　2021年３月31日)

勤務費用 108,483

利息費用 20,956

期待運用収益 △55,741

数理計算上の差異の費用処理額 56,306

過去勤務費用の費用処理額 △14,480

簡便法で計算した退職給付費用 12,170

確定給付制度に係る退職給付費用 127,695
 

 
(6) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。

 (単位：千円)
 当連結会計年度

(自　2020年４月１日
 至　2021年３月31日)

数理計算上の差異 341,366

合計 341,366
 

 
(7) 退職給付に係る調整累計額

 退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。

　(単位：千円)

 当連結会計年度
(2021年３月31日)

未認識数理計算上の差異 △38,870

合計 △38,870
 

 
 
(訂正後)

(5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

 (単位：千円)
 当連結会計年度

(自　2020年４月１日
 至　2021年３月31日)

勤務費用 108,483

利息費用 20,956

期待運用収益 △55,741

数理計算上の差異の費用処理額 59,516

過去勤務費用の費用処理額 △14,480

簡便法で計算した退職給付費用 12,170

確定給付制度に係る退職給付費用 130,905
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(6) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。

 (単位：千円)
 当連結会計年度

(自　2020年４月１日
 至　2021年３月31日)

数理計算上の差異 356,118

合計 356,118
 

 
(7) 退職給付に係る調整累計額

 退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。

　(単位：千円)

 当連結会計年度
(2021年３月31日)

未認識数理計算上の差異 △34,364

合計 △34,364
 

 
 
(セグメント情報等)

【関連情報】

(訂正前)

当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
 

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 
(訂正後)

当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
 

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本 インドネシア マレーシア その他 合計

21,932,336 5,141,537 2,244,645 798,493 30,117,012
 

（注）売上高は、当社および当社の関係会社の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
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