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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27年６月26日に提出した第79期(自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)有価証券報告書の記載事項に

つきまして、当社及び一部の連結子会社は厚生年金基金制度に加盟しておりますが、厚生年金基金への拠出額の科目

表示の誤り(人件費に退職給付費用を含めて表示)及び注記事項(退職給付関係)の記載に不足がありましたので、これ

ら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

　　　　②　連結損益計算書及び連結包括利益計算書

　　　　　　連結損益計算書

　　　　注記事項

　　　　　(退職給付関係)

　　２　財務諸表等

　　　(1) 財務諸表

　　　　注記事項

　　　　　(損益計算書関係)

　

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】

② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(訂正前)

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

販売費及び一般管理費   

 運送費及び保管費 473,655 499,265

 人件費 1,341,397 1,362,950

 賞与引当金繰入額 57,745 56,668

 退職給付費用 55,638 61,062

 役員退職慰労引当金繰入額 18,015 18,146

 租税公課 68,175 74,304
 

　

(訂正後)

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

販売費及び一般管理費   

 運送費及び保管費 473,655 499,265

 人件費 1,310,056 1,327,633

 賞与引当金繰入額 57,745 56,668

 退職給付費用 86,979 96,379

 役員退職慰労引当金繰入額 18,015 18,146

 租税公課 68,175 74,304
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【注記事項】

(退職給付関係)

(訂正前)

１ 採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用しております。

確定給付企業年金制度(すべて積立型制度であります。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給し

ております。

退職一時金制度(すべて非積立型制度であります。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支

給します。

なお、一部の連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債

及び退職給付費用を計算しております。

　

２ 確定給付制度

(省略)

　

(訂正後)

１ 採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用しております。

確定給付企業年金制度(すべて積立型制度であります。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給し

ております。

退職一時金制度(すべて非積立型制度であります。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支

給します。

なお、一部の連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債

及び退職給付費用を計算しております。

また、総合設立型の厚生年金基金(東京薬業厚生年金基金)に加盟しておりますが、当社グループの拠出に対応する

年金資産の額が合理的に計算できないため、確定拠出制度と同様に会計処理しております。

　

２ 確定給付制度

(省略)

　

３　複数事業主制度

確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前連結会計年度73,313

千円、当連結会計年度82,569千円であります。

　

(1) 複数事業主制度の直近の積立状況

                                                                                         (単位：千円)

 前連結会計年度
(平成25年３月31日現在)

当連結会計年度
(平成26年３月31日現在)

年金資産の額 465,229,761 512,488,715

年金財政計算上の数理債務の額と
最低責任準備金の額との合計額

 497,125,089  522,289,904

差引額 △31,895,327 △9,801,188
 

　

(2) 複数事業主制度の掛金に占める当社グループの割合

前連結会計年度 0.4％(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

当連結会計年度 0.4％(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

　

(3) 補足説明

上記(1)の差引額の主な要因は、前連結会計年度は基金年金財政上の未償却過去勤務債務残高49,513,510千円及び

剰余金17,618,182千円であり、当連結会計年度は基金年金財政上の未償却過去勤務債務残高45,242,009千円及び剰

余金35,440,820千円であります。

なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しません。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

【注記事項】

(損益計算書関係)

(訂正前)

※１ 関係会社との取引高

(省略)

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

運送費及び保管費 388,090千円 402,046千円

人件費 933,909千円 953,135千円

賞与引当金繰入額 57,745千円 56,668千円

退職給付費用 57,300千円 57,909千円

役員退職慰労引当金繰入額 18,015千円 18,146千円

減価償却費 31,319千円 29,796千円

研究開発費 163,336千円 179,022千円

     

おおよその割合     

　販売費 18.7％ 19.0％

　一般管理費 81.3％ 81.0％
 

 

(訂正後)

※１ 関係会社との取引高

(省略)

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

運送費及び保管費 388,090千円 402,046千円

人件費 902,568千円 917,818千円

賞与引当金繰入額 57,745千円 56,668千円

退職給付費用 88,642千円 93,226千円

役員退職慰労引当金繰入額 18,015千円 18,146千円

減価償却費 31,319千円 29,796千円

研究開発費 163,336千円 179,022千円

     

おおよその割合     

　販売費 18.7％ 19.0％

　一般管理費 81.3％ 81.0％
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