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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21年６月29日に提出した第87期（自  平成20年４月１日  至  平成21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。

  なお、財務諸表の記載内容にかかる訂正箇所についてはXBRLの修正も行いましたので、併せて修正後のXBRL形式の

データ一式（表示情報ファイルを含む）を提出いたします。

　

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第５　経理の状況

２　財務諸表等

(1）財務諸表

　①貸借対照表　

　注記事項

　（貸借対照表関係）　

 

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】

２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

　　　①【貸借対照表】　

（訂正前）

（単位：千円）

 
前事業年度

（平成20年３月31日）
当事業年度

（平成21年３月31日）

投資その他の資産   

投資有価証券 　　3,866,907 3,277,079
関係会社株式 6,027,257 8,967,377
出資金 1,993 1,993
関係会社出資金　 133,187 133,187
長期預金　 200,000 －
関係会社長期貸付金　 － 23,350
長期前払費用 81,669 52,981
繰延税金資産 539,755 －
その他 257,618 255,154
貸倒引当金　 △400 △2,656

＜略＞

（単位：千円）

 
前事業年度

（平成20年３月31日）
当事業年度

（平成21年３月31日）

流動負債   

支払手形 　　※2　66,449 14,596
買掛金 　　※2　1,667,737 ※2　589,813
短期借入金 ※1　3,566,000 ※1　4,544,000
１年内返済予定の長期借入金 ※1　386,580 5,805,040
リース債務 － 2,971
未払金 172,841 127,512
未払費用 348,526 284,754
未払法人税等　 20,051  27,539
未払消費税等 31,274  －
前受金 6,188  7,773
預り金 21,047  18,600
賞与引当金 280,000  230,000
その他 2,288 2,338
流動負債合計 6,568,985 11,654,940　

固定負債 　 　
長期借入金 5,500,000 2,739,920　
リース債務 － 16,340　
繰延税金負債 － 19,777　
退職給付引当金 1,404,339 1,419,668　
役員退職慰労引当金 111,337 127,575　
預り保証金 71,172 71,458　

＜略＞
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　　　（訂正後）

（単位：千円）

 
前事業年度

（平成20年３月31日）
当事業年度

（平成21年３月31日）

投資その他の資産   

投資有価証券 　　3,866,907 3,277,079
関係会社株式 　　6,027,257 ※1　　8,967,377
出資金 1,993 1,993
関係会社出資金　 133,187 133,187
長期預金　 200,000 －
関係会社長期貸付金　 － 23,350
長期前払費用 81,669 52,981
繰延税金資産 539,755 －
その他 257,618 255,154
貸倒引当金　 △400 △2,656

＜略＞

（単位：千円）

 
前事業年度

（平成20年３月31日）
当事業年度

（平成21年３月31日）

流動負債   

支払手形 　　※2　66,449 14,596
買掛金 　　※2　1,667,737 ※2　589,813
短期借入金 ※1　3,566,000 ※1　4,544,000
１年内返済予定の長期借入金 ※1　386,580 ※1　5,805,040
リース債務 － 2,971
未払金 172,841 127,512
未払費用 348,526  284,754
未払法人税等　 20,051  27,539
未払消費税等 31,274  －
前受金 6,188  7,773
預り金 21,047  18,600
賞与引当金 280,000  230,000
その他 2,288 2,338
流動負債合計 6,568,985 11,654,940　

固定負債 　 　
長期借入金 5,500,000 ※1　2,739,920　
リース債務 － 16,340　
繰延税金負債 － 19,777　
退職給付引当金 1,404,339 1,419,668　
役員退職慰労引当金 111,337 127,575　
預り保証金 71,172 71,458　

＜略＞
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【注記事項】
　（貸借対照表関係）
（訂正前）　

前事業年度
（平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21年３月31日）

※１　担保に供している資産及びこれに対応する債務

(1）担保に供している資産

※１　担保に供している資産及びこれに対応する債務

(1）担保に供している資産

建物 1,339,732千円 (　911,067千円)

構築物 51,236 (　 51,236    )

機械及び装置 3,149,328 (3,149,328    )

工具、器具及び備
品 191,782 (　191,782    )

土地 1,058,109 (　962,844    )

計 5,790,190 (5,266,259    )

建物 1,253,243千円 (  853,911千円)

構築物 44,506  (   44,506    )

機械及び装置 2,699,067 (2,699,067    )

工具、器具及び備
品 160,911  (  160,911    )

土地 1,058,109  (  962,844    )

計 5,215,838  (4,721,241    )

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

短期借入金 590,000千円 (   50,000  千円)

一年内返済予定長
期借入金 36,580 (   36,580      )

計 626,580 (   86,580      )

短期借入金 590,000千円 (  50,000  千円)

　上記のうち（　）内の金額は内数で、工場財団抵当

並びに当該債務であります。

　上記のうち（　）内の金額は内数で、工場財団抵当

並びに当該債務であります。

　

　（訂正後）　

前事業年度
（平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21年３月31日）

※１　担保に供している資産及びこれに対応する債務

(1）担保に供している資産

※１　担保に供している資産及びこれに対応する債務

(1）担保に供している資産

建物 1,339,732千円 (　911,067千円)

構築物 51,236 (　 51,236    )

機械及び装置 3,149,328 (3,149,328    )

工具、器具及び備
品 191,782 (　191,782    )

土地 1,058,109 (　962,844    )

計 5,790,190 (5,266,259    )

建物 1,253,243千円 (  853,911千円)

構築物 44,506  (   44,506    )

機械及び装置 2,699,067 (2,699,067    )

工具、器具及び備
品 160,911  (  160,911    )

土地 1,058,109  (  962,844    )

関係会社株式 2,936,655  (  　　 －    )

計 8,152,493  (4,721,241    )

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

短期借入金 590,000千円 (   50,000  千円)

一年内返済予定長
期借入金 36,580 (   36,580      )

計 626,580 (   86,580      )

短期借入金 590,000千円 (   50,000千円)

一年内返済予定長
期借入金 305,040　 (   　  －    )

長期借入金 2,389,920　 (   　  －    )

計 3,284,960　 (   50,000    )

　上記のうち（　）内の金額は内数で、工場財団抵当

並びに当該債務であります。

　上記のうち（　）内の金額は内数で、工場財団抵当

並びに当該債務であります。
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