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【表紙】 
 

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成27年４月24日 

【事業年度】 第25期（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

【会社名】 ソフトバンク・テクノロジー株式会社 

【英訳名】 SoftBank Technology Corp. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ＣＥＯ  阿多 親市 

【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿六丁目27番30号 

【電話番号】 03（6892）3063 

【事務連絡者氏名】 取締役 ＣＦＯ 管理統括  長田 隆明 

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿六丁目27番30号 

【電話番号】 03（6892）3063 

【事務連絡者氏名】 取締役 ＣＦＯ 管理統括  長田 隆明 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 
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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25年６月19日に提出いたしました第25期（自 平成24年４月１日 至 平成25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 

（税効果会計関係） 

２ 財務諸表等 

(1）財務諸表 

注記事項 

（税効果会計関係） 

 

３【訂正箇所】 
 訂正箇所は＿＿＿線で示しております。 
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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】 

（税効果会計関係） 

  （訂正前） 

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 

 
前連結会計年度 

（平成24年３月31日）
 

当連結会計年度 
（平成25年３月31日）

繰延税金資産（流動）  

未払事業税 34,662千円 21,950千円

未払事業所税 3,548  4,169 

賞与引当金 97,953  102,056 

受注損失引当金 16,719  1,498 

未払社会保険料 13,185  13,450 

その他 8,880  20,168 

繰延税金資産（流動）合計 174,950  163,295 

繰延税金負債（流動）    

その他 △1,376  △424 

繰延税金負債（流動）合計 △1,376  △424 

繰延税金資産（流動）の純額 173,573  162,870 

繰延税金資産（固定）    

投資有価証券評価損 289,887  290,349 

減価償却超過額 6,303  15,145 

資産除去債務 19,132  26,390 

持分譲渡益の修正 61,018  － 

その他 435  35,850 

繰延税金資産（固定）小計 376,777  367,736 

評価性引当額 △61,018  － 

繰延税金資産（固定）合計 315,758  367,736 

繰延税金負債（固定）    

その他有価証券評価差額金 △24,968  △24,070 

その他 △4,461  △9,981 

繰延税金負債（固定）合計 △29,430  △34,052 

繰延税金資産（固定）の純額 286,328  333,684 
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  （訂正後） 

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 

 
前連結会計年度 

（平成24年３月31日）
 

当連結会計年度 
（平成25年３月31日）

繰延税金資産（流動）  

未払事業税 34,662千円 21,950千円

未払事業所税 3,548  4,169 

賞与引当金 97,953  102,056 

受注損失引当金 16,719  1,498 

未払社会保険料 13,185  13,450 

その他 8,880  20,168 

繰延税金資産（流動）合計 174,950  163,295 

繰延税金負債（流動）    

その他 △1,376  △424 

繰延税金負債（流動）合計 △1,376  △424 

繰延税金資産（流動）の純額 173,573  162,870 

繰延税金資産（固定）    

投資有価証券評価損 289,887  290,349 

減価償却超過額 6,303  15,145 

資産除去債務 19,132  26,390 

持分譲渡益の修正 61,018  － 

子会社繰越欠損金 －  157 

その他 435  35,850 

繰延税金資産（固定）小計 376,777  367,893 

評価性引当額 △61,018  △157 

繰延税金資産（固定）合計 315,758  367,736 

繰延税金負債（固定）    

その他有価証券評価差額金 △24,968  △24,070 

その他 △4,461  △9,981 

繰延税金負債（固定）合計 △29,430  △34,052 

繰延税金資産（固定）の純額 286,328  333,684 

 

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間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳 

 
前連結会計年度 

（平成24年３月31日）
 

当連結会計年度 
（平成25年３月31日）

法定実効税率 40.7％ 38.0％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3  0.5 

住民税均等割 0.4  0.4 

株式報酬費用   0.4 

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 2.4  － 

修正申告による影響 5.4  － 

評価性引当額の増減 －  △3.9 

その他 1.5  △1.8 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.6  33.6 
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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） 

１．省略 

 

  （訂正後） 

１．省略 

 

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間に重要な差異があるときの、当該差異の

原因となった主要な項目別の内訳 

 
前事業年度 

（平成24年３月31日）
 

当事業年度 
（平成25年３月31日）

法定実効税率 40.7％ 38.0％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3  0.5 

住民税等均等割 0.3  0.4 

株式報酬費用 －  0.4 

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 2.4  － 

修正申告による影響 5.5  － 

評価性引当額の増減 －  △4.1 

その他 1.6  △1.0 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.8  34.3 
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【表紙】 
 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第４項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成27年４月24日 

【会社名】 ソフトバンク・テクノロジー株式会社 

【英訳名】 SoftBank Technology Corp. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ＣＥＯ  阿多 親市 

【最高財務責任者の役職氏名】 取締役 ＣＦＯ 管理統括  長田 隆明 

【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿六丁目27番30号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 
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１【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】 
 当社代表取締役社長ＣＥＯ 阿多親市及び最高財務責任者 長田隆明は、当社の第25期（自 平成24年４月１日 至 

平成25年３月31日）の有価証券報告書の訂正報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていること

を確認しました。 

 

２【特記事項】 
 特記すべき事項はありません。 

 




