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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18年６月30日に提出いたしました第60期（自 平成17年４月１日 至 平成18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 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

注記事項 

（有価証券関係） 

２．財務諸表等 

(1）財務諸表 

重要な会計方針 

④附属明細表 

有価証券明細表 

債券 

  

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は  線で示しております。 

  

  

 



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】 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  （訂正前） 

  

  （訂正後） 

  

 

項目 
前連結会計年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

(イ)時価のあるもの 

 決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）を採用して

おります。 

① 有価証券 

その他有価証券 

(イ)時価のあるもの 

同左 

  (ロ)時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用

しております。 

(ロ)時価のないもの 

同左 

項目 
前連結会計年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）を採用して

おります。 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

  その他有価証券 

(イ)時価のあるもの 

 決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）を採用して

おります。 

その他有価証券 

(イ)時価のあるもの 

同左 

  (ロ)時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用

しております。 

(ロ)時価のないもの 

同左 



注記事項 

（有価証券関係） 

  （訂正前） 

前連結会計年度末（平成17年３月31日） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

  

３．時価評価されていない有価証券の内容（平成17年３月31日現在） 

  

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額（平成17年３月31日現在） 

 

    取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの 

(1）株式 3,215 5,740 2,525 

(2）債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 3,215 5,740 2,525 

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の 

(1）株式 387 342 △44 

(2）債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 500 495 △4 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 887 837 △49 

合計 4,102 6,578 2,476 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

0 0 － 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

(1）非上場株式（店頭売買株式除く） 1,834 

(2）非上場債券 16,036 

(3）マネー・マネージメント・ファンド 579 

(4）フリー・ファイナンシャル・ファンド 300 

  １年超５年以内（百万円） ５年超10年以内（百万円） 

債券 

社債 9,536 6,995 



当連結会計年度末（平成18年３月31日） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

  

３．時価評価されていない有価証券の内容（平成18年３月31日現在） 

  

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額（平成18年３月31日現在） 

  

  

  次へ 

    取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの 

(1）株式 3,557 8,745 5,188 

(2）債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 3,557 8,745 5,188 

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の 

(1）株式 341 314 △26 

(2）債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 500 473 △26 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 841 788 △52 

合計 4,398 9,534 5,135 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

60 14 － 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

(1）非上場株式 1,360 

(2）非上場債券 16,042 

(3）マネー・マネージメント・ファンド 579 

(4）フリー・ファイナンシャル・ファンド 300 

  １年超５年以内（百万円） ５年超10年以内（百万円） 

債券 

社債 9,542 6,973 



  （訂正後） 

前連結会計年度末（平成17年３月31日） 

有価証券 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

  

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 

  種類 
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

時価が連結貸借
対照表計上額を
超えるもの 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 1,500 1,502 2 

小計 1,500 1,502 2 

時価が連結貸借
対照表計上額を
超えないもの 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 14,500 14,125 △374 

小計 14,500 14,125 △374 

合計 16,000 15,627 △372 

  種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの 

(1）株式 3,215 5,740 2,525 

(2）債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 3,215 5,740 2,525 

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の 

(1）株式 387 342 △44 

(2）債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 500 495 △4 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 887 837 △49 

合計 4,102 6,578 2,476 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

0 0 － 



４．時価評価されていない有価証券の内容（平成17年３月31日現在） 

  

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

（平成17年３月31日現在） 

  

当連結会計年度末（平成18年３月31日） 

有価証券 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

(1）非上場株式（店頭売買株式除く） 1,834 

(2）非上場債券 36 

(3）マネー・マネージメント・ファンド 579 

(4）フリー・ファイナンシャル・ファンド 300 

  １年超５年以内（百万円） ５年超10年以内（百万円） 

債券 

社債 36 495 

その他 9,500 6,500 

  種類 
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

時価が連結貸借
対照表計上額を
超えるもの 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 1,000 1,000 0 

小計 1,000 1,000 0 

時価が連結貸借
対照表計上額を
超えないもの 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 15,000 13,744 △1,255 

小計 15,000 13,744 △1,255 

合計 16,000 14,745 △1,254 



２．その他有価証券で時価のあるもの 

  

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

  

４．時価評価されていない有価証券の内容（平成18年３月31日現在） 

  

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

（平成18年３月31日現在） 

  

  

  種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの 

(1）株式 3,557 8,745 5,188 

(2）債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 3,557 8,745 5,188 

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の 

(1）株式 341 314 △26 

(2）債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 500 473 △26 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 841 788 △52 

合計 4,398 9,534 5,135 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

60 14 － 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

(1）非上場株式 1,360 

(2）非上場債券 42 

(3）マネー・マネージメント・ファンド 579 

(4）フリー・ファイナンシャル・ファンド 300 

  １年超５年以内（百万円） ５年超10年以内（百万円） 

債券 

社債 42 473 

その他 9,500 6,500 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

重要な会計方針 

  （訂正前） 

  

  （訂正後） 

  

 

項目 
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式および関連会社株式 

 移動平均法による原価法を採用して

おります。 

(1）子会社株式および関連会社株式 

同左 

  (2）その他有価証券 

① 時価のあるもの 

 決算期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）を採用しておりま

す。 

(2）その他有価証券 

① 時価のあるもの 

同左 

  ② 時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用し

ております。 

② 時価のないもの 

同左 

項目 
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法）を採用してお

ります。 

(1）満期保有目的の債券 

同左 

  (2）子会社株式および関連会社株式 

 移動平均法による原価法を採用して

おります。 

(2）子会社株式および関連会社株式 

同左 

  (3）その他有価証券 

① 時価のあるもの 

 決算期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）を採用しておりま

す。 

(3）その他有価証券 

① 時価のあるもの 

同左 

  ② 時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用し

ております。 

② 時価のないもの 

同左 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【債券】 

  （訂正前） 

  

 

銘柄 券面総額（百万円）
貸借対照表計上額 
（百万円） 

投資有価証
券 

その他有
価証券 

みずほインターナショナル ユーロ円
建社債 

2,500 2,500 

ロイヤルバンク・オブ・スコットラン
ド ユーロ円建社債 

2,000 2,000 

フォルクスワーゲン・インターナショ
ナル・ファイナンス・エヌ・ブイ 変
動利付円貨社債 

1,000 1,000 

オリックスオーストラリア（セキュリ
ティーズ）リミテッド ユーロ円建社
債 

1,000 1,000 

MASCOT INVESTMENTS LIMITED ユーロ
円建社債 

1,000 1,000 

マークファイナンスリミテッド ユー
ロ円建社債 

1,000 1,000 

ジーマックインターナショナルファイ
ナンスビーブイ ユーロ円建社債 

1,000 1,000 

カリヨン・フィナンス ユーロ円建社
債 

1,000 1,000 

大和証券SMBC㈱ ユーロ円建社債 1,000 1,000 

ノルトライン・ヴェストファーレン州
ユーロ円建社債 

1,000 1,000 

ルクセンブルク国立貯蓄銀行 ユーロ
円建社債 

1,000 1,000 

トウキョウマリンフィナンシャルソリ
ューションズリミテッド ユーロ円建
社債 

1,000 1,000 

三井住友銀リース㈱ ユーロ円建社債 500 500 

三井住友銀リース㈱ ユーロ円建社債 500 500 

大和証券SMBC㈱ ユーロ円建社債 500 500 

三菱セキュリティーズインターナショ
ナル ユーロ円建社債 

500 473 

計 16,500 16,473 



  （訂正後） 

  

  

銘柄 券面総額（百万円）
貸借対照表計上額 
（百万円） 

投資有価証
券 

満期保有
目的の債
券 

みずほインターナショナル ユーロ円
建社債 

2,500 2,500 

ロイヤルバンク・オブ・スコットラン
ド ユーロ円建社債 

2,000 2,000 

フォルクスワーゲン・インターナショ
ナル・ファイナンス・エヌ・ブイ 変
動利付円貨社債 

1,000 1,000 

オリックスオーストラリア（セキュリ
ティーズ）リミテッド ユーロ円建社
債 

1,000 1,000 

MASCOT INVESTMENTS LIMITED ユーロ
円建社債 

1,000 1,000 

マークファイナンスリミテッド ユー
ロ円建社債 

1,000 1,000 

ジーマックインターナショナルファイ
ナンスビーブイ ユーロ円建社債 

1,000 1,000 

カリヨン・フィナンス ユーロ円建社
債 

1,000 1,000 

大和証券SMBC㈱ ユーロ円建社債 1,000 1,000 

ノルトライン・ヴェストファーレン州
ユーロ円建社債 

1,000 1,000 

ルクセンブルク国立貯蓄銀行 ユーロ
円建社債 

1,000 1,000 

トウキョウマリンフィナンシャルソリ
ューションズリミテッド ユーロ円建
社債 

1,000 1,000 

三井住友銀リース㈱ ユーロ円建社債 500 500 

三井住友銀リース㈱ ユーロ円建社債 500 500 

大和証券SMBC㈱ ユーロ円建社債 500 500 

小計 16,000 16,000 

その他有
価証券 

三菱セキュリティーズインターナショ
ナル ユーロ円建社債 

500 473 

小計 500 473 

計 16,500 16,473 
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