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平成23年６月29日に提出いたしました第143期（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）の有

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。 

  

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) 

  

第５【経理の状況】 

２【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

【注記事項】 

 (貸借対照表関係) 

  

１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

２ 【訂正事項】
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訂正箇所は  を付して表示しております。 

  

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) 

(訂正前) 

  

(訂正後) 

  

３ 【訂正箇所】

前連結会計年度 
(平成22年３月31日)

当連結会計年度 
(平成23年３月31日)

※３ 担保に供している資産
建物及び構築物 936百万円

機械装置及び運搬具 2,606
土地 5,653

計 9,195
 

上記物件のうち、建物及び構築物、機械装置及び
運搬具、並びに土地について工場財団を設定し、短
期借入金5,363百万円、長期借入金6,922百万円、預
り保証金264百万円の担保に供しております。

※３ 担保に供している資産
建物及び構築物 1,008百万円

機械装置及び運搬具 2,026
土地 7,283

計 10,318

上記物件のうち、建物及び構築物、機械装置及び
運搬具、並びに土地について工場財団を設定し、短
期借入金5,767百万円、長期借入金6,760百万円、預
り保証金244百万円の担保に供しております。

 

前連結会計年度 
(平成22年３月31日)

当連結会計年度 
(平成23年３月31日)

※３ 担保に供している資産
建物及び構築物 1,810百万円
機械装置及び運搬具 2,726
土地 5,653

計 10,190
 

上記物件のうち、建物及び構築物、機械装置及び
運搬具、並びに土地について工場財団を設定し、短
期借入金5,363百万円、長期借入金6,922百万円、預
り保証金264百万円の担保に供しております。

※３ 担保に供している資産
建物及び構築物 1,829百万円

機械装置及び運搬具 2,135

土地 7,283

計 11,247

上記物件のうち、建物及び構築物1,675百万円、
機械装置及び運搬具2,135百万円、並びに土地5,653
百万円について工場財団を設定しております。 
 担保付債務は、短期借入金5,767百万円、長期借
入金6,760百万円、預り保証金244百万円でありま
す。
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第５【経理の状況】 

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) 

  

(訂正後) 

  

  

前事業年度 
(平成22年３月31日)

当事業年度 
(平成23年３月31日)

※２ ① 有形固定資産の担保提供の状況

建物 911百万円

構築物 24

機械装置 2,606

土地 5,653

計 9,195
 

は工場財団を設定し

短期借入金 5,363百万円

長期借入金 6,922

預り保証金 264

計 12,550
 

の担保に供しております。

※２ ① 有形固定資産の担保提供の状況

建物 986百万円

構築物 21

機械装置 2,026

土地 7,283

計 10,318

は工場財団を設定し

短期借入金 5,767百万円

長期借入金 6,760

預り保証金 244

計 12,771

の担保に供しております。

（以下 省略） （以下 省略）

 

前事業年度 
(平成22年３月31日)

当事業年度 
(平成23年３月31日)

※２ ① 有形固定資産の担保提供の状況

建物 1,785百万円

構築物 24

機械装置 2,726

土地 5,653

計 10,190
 

は工場財団を設定し

短期借入金 5,363百万円

長期借入金 6,922

預り保証金 264

計 12,550
 

の担保に供しております。

※２ ① 有形固定資産の担保提供の状況

建物 1,807百万円

構築物 21

機械装置 2,135

土地 7,283

計 11,247
 

 上記物件のうち、建物1,653百万円、構築

物21百万円、機械装置2,135百万円、並びに

土地5,653百万円について工場財団を設定し

ております。

担保付債務

短期借入金 5,767百万円

長期借入金 6,760

預り保証金 244

計 12,771

（以下 省略） （以下 省略）
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当社代表取締役社長土屋隆史は、当社の第143期(自 平成22年４月１日 至 平成23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いた

しました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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