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平成19年６月28日に提出いたしました第64期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)有価証券報

告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、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。 

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 

(連結貸借対照表関係) 

２ 財務諸表等 

(１)財務諸表

注記事項 

(貸借対照表関係) 

訂正箇所は を付して表示しております。 

１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

２ 【訂正事項】

３ 【訂正箇所】
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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

(連結貸借対照表関係) 

 (訂正前) 

 (訂正後) 

前連結会計年度 
(平成18年３月31日)

当連結会計年度 
(平成19年３月31日)

※１ 担保に供している資産並びに担保付債務は次のと

おりです。

担保資産

建物・構築物 2,872,621千円(  916,935千円)

機械及び装置 
・工具

1,426,857千円(1,426,857千円)

土地 1,011,301千円(  964,065千円)

投資有価証券 139,680千円(  ―)

合計 5,450,460千円(3,307,858千円)

担保付債務

短期借入金 1,539,680千円(1,400,000千円)

長期借入金 20,000千円(   20,000千円)

預り保証金 2,922,022千円( ―)

合計 4,481,702千円(1,420,000千円)

なお、上記の長期借入金及び預り保証金の金額に

は、１ 年 以 内 に 返 済 予 定 の 20,000 千 円 と 

375,688千円をそれぞれ含んでいます。また、

( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示して

います。

※１ 担保に供している資産並びに担保付債務は次のと

おりです。

担保資産

建物・構築物 2,709,191千円(  866,744千円)

機械及び装置 
・工具

1,544,406千円(1,544,406千円)

土地 1,011,301千円(  964,065千円)

投資有価証券 122,127千円(    ─)

合計 5,387,027千円(3,375,216千円)

担保付債務

短期借入金 1,522,127千円(1,400,000千円)

預り保証金 2,546,333千円(   ─)

合計 4,068,460千円(1,400,000千円)

なお、上記の預り保証金の金額には、１年以内に

返済予定の375,688千円を含んでいます。また、

( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示して

います。

後略 後略

前連結会計年度 
(平成18年３月31日)

当連結会計年度 
(平成19年３月31日)

※１ 担保に供している資産並びに担保付債務は次のと

おりです。

担保資産

建物・構築物 2,872,621千円(  916,935千円)

機械及び装置 
・工具

1,426,857千円(1,426,857千円)

土地 1,011,301千円(  964,065千円)

投資有価証券 139,680千円(  ―)

合計 5,450,460千円(3,307,858千円)

担保付債務

短期借入金 1,539,680千円(1,400,000千円)

長期借入金 20,000千円(   20,000千円)

預り保証金 2,922,022千円( ―)

合計 4,481,702千円(1,420,000千円)

なお、上記の長期借入金及び預り保証金の金額に

は、１ 年 以 内 に 返 済 予 定 の 20,000 千 円 と 

375,688千円をそれぞれ含んでいます。また、

( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示して

います。

※１ 担保に供している資産並びに担保付債務は次のと

おりです。

担保資産

建物・構築物 2,709,191千円(  866,744千円)

機械及び装置 
・工具

1,544,406千円(1,544,406千円)

土地 1,011,301千円(  964,065千円)

投資有価証券 122,127千円(    ─)

合計 5,387,027千円(3,375,216千円)

担保付債務

短期借入金 1,622,127千円(1,400,000千円)

預り保証金 2,546,333千円(   ─)

合計 4,168,460千円(1,400,000千円)

なお、上記の預り保証金の金額には、１年以内に

返済予定の375,688千円を含んでいます。また、

( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示して

います。

後略 後略
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２ 【財務諸表等】 

(１)財務諸表

注記事項

(貸借対照表関係) 

 (訂正前) 

前事業年度 
(平成18年３月31日)

当事業年度 
(平成19年３月31日)

※１ 下記の資産はそれぞれ次の債務の担保に供してい

ます。

(1) 土浦工場(工場財団による)

土地 964,065千円

建物・構築物 916,935千円

機械及び装置・工具 1,426,857千円

計 3,307,858千円

短期借入金 1,400,000千円

長期借入金 20,000千円

計 1,420,000千円

※１ 下記の資産はそれぞれ次の債務の担保に供してい

ます。

(1) 土浦工場(工場財団による)

土地 964,065千円

建物・構築物 866,744千円

機械及び装置・工具 1,544,406千円

計 3,375,216千円

短期借入金 1,400,000千円

(2) 有価証券

投資有価証券 139,680千円

短期借入金 139,680千円

(2) 有価証券

投資有価証券 122,127千円

短期借入金 122,127千円

(3) 四つ木賃貸施設

土地 30,428千円

建物・構築物 1,912,963千円

計 1,943,392千円

預り保証金 2,922,022千円

(4) 土浦社宅

土地 16,807千円

建物・構築物 42,721千円

計 59,529千円

(3) 四つ木賃貸施設

土地 30,428千円

建物・構築物 1,802,342千円

計 1,832,771千円

預り保証金 2,546,333千円

(4) 土浦社宅

土地 16,807千円

建物・構築物 40,104千円

計 56,911千円

なお、上記の長期借入金及び預り保証金の金額に

は、１ 年 以 内 に 返 済 予 定 の 20,000 千 円 と 

 375,688千円がそれぞれ含まれています。

後略 

なお、上記の預り保証金の金額には、１年以内に

返済予定の375,688千円が含まれています。 

後略 
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 (訂正後) 

前事業年度 
(平成18年３月31日)

当事業年度 
(平成19年３月31日)

※１ 下記の資産はそれぞれ次の債務の担保に供してい

ます。

(1) 土浦工場(工場財団による)

土地 964,065千円

建物・構築物 916,935千円

機械及び装置・工具 1,426,857千円

計 3,307,858千円

短期借入金 1,400,000千円

長期借入金 20,000千円

計 1,420,000千円

※１ 下記の資産はそれぞれ次の債務の担保に供してい

ます。

(1) 土浦工場(工場財団による)

土地 964,065千円

建物・構築物 866,744千円

機械及び装置・工具 1,544,406千円

計 3,375,216千円

短期借入金 1,400,000千円

(2) 有価証券

投資有価証券 139,680千円

短期借入金 139,680千円

(2) 有価証券

投資有価証券 122,127千円

短期借入金 122,127千円

(3) 四つ木賃貸施設

土地 30,428千円

建物・構築物 1,912,963千円

計 1,943,392千円

預り保証金 2,922,022千円

(4) 土浦社宅

土地 16,807千円

建物・構築物 42,721千円

計 59,529千円

(3) 四つ木賃貸施設

土地 30,428千円

建物・構築物 1,802,342千円

計 1,832,771千円

預り保証金 2,546,333千円

(4) 土浦社宅

土地 16,807千円

建物・構築物 40,104千円

計 56,911千円

短期借入金 100,000千円

なお、上記の長期借入金及び預り保証金の金額に

は、１ 年 以 内 に 返 済 予 定 の 20,000 千 円 と 

 375,688千円がそれぞれ含まれています。

後略 

なお、上記の預り保証金の金額には、１年以内に

返済予定の375,688千円が含まれています。 

後略 
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