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有価証券報告書ならびに決算短信開示事項の訂正について 
 
 
当社が過去に提出済の有価証券報告書ならびに半期報告書に一部訂正すべき箇所がありましたので

月２日付けで訂正報告書を関東財務局に提出いたしました。これに伴いまして、過年度決算短信を

ます。なお、当該データは注記事項のみに用いるデータであるため、当訂正が各年度の業績に与え

せん。 
 
 

記 
１．訂正する決算短信 
（１）平成１３年１２月期 中間決算短信（連結）、個別中間財務諸表の概要〔平成１３年８月２３

（２）平成１３年１２月期 決算短信（連結）〔平成１４年２月２１日提出分〕 
（３）平成１４年１２月期 中間決算短信（連結）、個別中間財務諸表の概要〔平成１４年８月２２

（４）平成１４年１２月期 決算短信（連結）、個別財務諸表の概要〔平成１５年２月２０日提出分

（５）平成１５年１２月期 中間決算短信（連結）、個別中間財務諸表の概要〔平成１５年８月２１

（６）平成１５年１２月期 決算短信（連結）、個別財務諸表の概要〔平成１６年２月２０日提出分

（７）平成１６年１２月期 中間決算短信（連結）、個別中間財務諸表の概要〔平成１６年８月２０

（８）平成１６年１２月期 決算短信（連結）、個別財務諸表の概要〔平成１７年２月２４日提出分

（９）平成１７年１２月期 中間決算短信（連結）、個別中間財務諸表の概要〔平成１７年８月１９

（10）平成１７年１２月期 決算短信（連結）、個別財務諸表の概要〔平成１８年２月１４日提出分
 
 
２．訂正事項 
ア．平成１３年１２月期 中間決算短信（連結） １２頁 
  中間連結貸借対照表関係（注記事項）２．担保提供資産の状況 
イ．平成１３年１２月期 個別中間財務諸表の概要 ６頁 
  注記事項 １．貸借対照表に関する事項 （２）担保資産 ②資産が担保に供されている債

ウ．平成１３年１２月期 決算短信（連結） １３頁 
  連結貸借対照表関係（注記事項）２．担保提供資産の状況 
エ．平成１４年１２月期 中間決算短信（連結） １５頁 
  中間連結貸借対照表関係（注記事項）２．担保提供資産の状況 
オ．平成１４年１２月期 個別中間財務諸表の概要 ７頁 
  注記事項 中間貸借対照表関係 ２．担保提供資産 
カ．平成１４年１２月期 決算短信（連結） １５頁 
  連結貸借対照表関係（注記事項）１．担保提供資産の状況 
キ．平成１４年１２月期 個別財務諸表の概要 ８頁 
  注記事項 貸借対照表関係 １．担保提供資産の状況 
ク．平成１５年１２月期 中間決算短信（連結） １８頁 
  中間連結貸借対照表関係（注記事項）２．担保提供資産の状況 
ケ．平成１５年１２月期 個別中間財務諸表の概要 ８頁 
  注記事項 中間貸借対照表関係 ２．担保提供資産 
コ．平成１５年１２月期 決算短信（連結） １９頁 
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  連結貸借対照表関係（注記事項）１．担保提供資産の状況 
サ．平成１５年１２月期 個別財務諸表の概要 ９頁 
  注記事項 貸借対照表関係 １．担保提供資産の状況 
シ．平成１６年１２月期 中間決算短信（連結） １７頁 
  中間連結貸借対照表関係（注記事項）２．担保提供資産の状況 
ス．平成１６年１２月期 個別中間財務諸表の概要 ７頁 
  注記事項 中間貸借対照表関係 ２．担保提供資産の状況 
セ．平成１６年１２月期 決算短信（連結） １９頁 
  連結貸借対照表関係（注記事項）１．担保提供資産の状況 
有価証券関係 （当連結会計年度） ２８頁 
４．時価評価されていない主な有価証券（時価のある有価証券のうち満期保有目的の債権を除く） 

   ソ．平成１６年１２月期 個別財務諸表の概要 ８頁 
     注記事項 貸借対照表関係 １．担保提供資産の状況 
   タ．平成１７年１２月期 中間決算短信（連結） ２０頁 
     中間連結貸借対照表関係（注記事項）２．担保提供資産の状況 
     有価証券関係（当中間連結会計期間・前連結会計年度末） ２７頁・２８頁 

３． 時価評価されていない主な有価証券の内容 
   チ．平成１７年１２月期 個別中間財務諸表の概要 ７頁 
     注記事項 中間貸借対照表関係 ２．担保提供資産の状況 
   ツ．平成１７年１２月期 決算短信（連結） ２１頁 
     連結貸借対照表関係（注記事項）１．担保提供資産の状況 
     有価証券関係（前連結会計年度末） ３３頁 

４． 時価評価されていない主な有価証券（時価のある有価証券のうち満期保有目的の債権を除く） 
テ．平成１７年１２月期 個別財務諸表の概要 ８頁 
  注記事項 中間貸借対照表関係 １．担保提供資産の状況 
 
 

３．訂正箇所 
以下の各表の金額について訂正いたしました。 
訂正箇所は   で示しております。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ア． 平成１３年１２月期 中間決算短信（連結） 〔平成１３年８月２３日提出分〕 

中間連結貸借対照表関係（１２ページ） 
   【訂正前】 
   

当中間連結会計期間（平成13年6月30日現在） 前連結会計年度（平成12年12月31日現在） 
１． 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。 
建物及び構築物           48,727百万円 
工具・器具・備品          11,641 〃 
その他の有形固定資産         4,212 〃 

 
２．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金45,979百万円（うち１年以内に返済期限の到来
する長期借入金 9,509百万円）に対して次の担保を提供し
ております。 

  (1) 不動産商品              36百万円 
  (2) 有形固定資産          57,057 〃 
  (3) 投資有価証券           9,110 〃 
 

１．有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。 
建物及び構築物           46,368百万円 
工具・器具・備品          11,599 〃 
その他の有形固定資産         4,180 〃 

 
２．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金46,533百万円（うち１年以内に返済期限の到来
する長期借入金 8,961百万円）に対して次の担保を提供し
ております。 

  (1) 不動産商品              37百万円 
  (2) 有形固定資産          47,306 〃 
  (3) 投資有価証券           6,316 〃 
 

   以下略 
 
   【訂正後】 
 

当中間連結会計期間（平成13年6月30日現在） 前連結会計年度（平成12年12月31日現在） 
１． 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。 
建物及び構築物           48,727百万円 
工具・器具・備品          11,641 〃 
その他の有形固定資産         4,212 〃 

 
２．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金（うち１年以内に返済期限の到来する長期借入

金を含む）及び短期借入金60,237百万円に対して次の担保
を提供しております。 

  (1) 不動産商品              36百万円 
  (2) 有形固定資産          57,057 〃 
  (3) 投資有価証券           9,110 〃 
 

１．有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。 
建物及び構築物           46,368百万円 
工具・器具・備品          11,599 〃 
その他の有形固定資産         4,180 〃 

 
２．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金（うち１年以内に返済期限の到来する長期借入

金を含む）及び短期借入金58,921百万円に対して次の担保
を提供しております。 

  (1) 不動産商品              37百万円 
  (2) 有形固定資産          47,306 〃 
  (3) 投資有価証券           6,316 〃 
 

   以下略 
 
イ． 平成１３年１２月期 個別中間財務諸表の概要 〔平成１３年８月２３日提出分〕 

１． 貸借対照表に関する事項（６ページ） 
 【訂正前】 
 
（2）担  保  資  産      前中間会計期間  当中間会計期間  前 事 業 年 度 
  ①担保提供資産                百万円        百万円        百万円 
    商 品              ２２         ３６         ３７ 
    有形固定資産          ４９，４８３     ５５，４８５     ４７，３０６ 
    投資有価証券           ５，０１８      ９，１１０      ６，３１６ 
 
  ②資産が担保に供されている債務  前中間会計期間  当中間会計期間  前 事 業 年 度 
                         百万円         百万円        百万円 
    短 期 借 入 金          １０，６８８      ９，４６５      ８，９６１
    （一年内返済予定長期借入金を含む）



    長 期 借 入 金          ３５，６７０     ３５，９０５     ３７，５７２
 

   【訂正後】 
 

（2）担  保  資  産      前中間会計期間  当中間会計期間  前 事 業 年 度 
  ①担保提供資産                百万円        百万円        百万円 
    商 品              ２２         ３６         ３７ 
    有形固定資産          ４９，４８３     ５５，４８５     ４７，３０６ 
    投資有価証券           ５，０１８      ９，１１０      ６，３１６ 
 
  ②資産が担保に供されている債務  前中間会計期間  当中間会計期間  前 事 業 年 度 
                         百万円         百万円        百万円 
    長期借入金（一年内返済 
     予定長期借入金を含む）           ５５，９０６       ５９，４９７       ５８，１２５
    及び短期借入金 

 
ウ． 平成１３年１２月期 決算短信（連結） 〔平成１４年２月２１日提出分〕 

連結貸借対照表関係（１３ページ） 
 【訂正前】 
 

当連結会計年度（平成13年12月31日現在） 前連結会計年度（平成12年12月31日現在） 
１． 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。 
建物及び構築物           50,319百万円 
工具・器具・備品          11,968 〃 
その他の有形固定資産         4,302 〃 

 
２．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金51,969百万円（うち１年以内に返済期限の到来
する長期借入金10,331百万円）に対して次の担保を提供し
ております。 

  (1) 不動産商品              35百万円 
  (2) 有形固定資産          57,846 〃 
  (3) 投資有価証券           7,702 〃 
 

１．有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。 
建物及び構築物           46,368百万円 
工具・器具・備品          11,599 〃 
その他の有形固定資産         4,180 〃 

 
２．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金46,533百万円（うち１年以内に返済期限の到来
する長期借入金 8,961百万円）に対して次の担保を提供し
ております。 

  (1) 不動産商品              37百万円 
  (2) 有形固定資産          47,306 〃 
  (3) 投資有価証券           6,316 〃 
 

 以下略 
 
 【訂正後】 
 

当連結会計年度（平成13年12月31日現在） 前連結会計年度（平成12年12月31日現在） 
１． 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。 
建物及び構築物           50,319百万円 
工具・器具・備品          11,968 〃 
その他の有形固定資産         4,302 〃 

 
２．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金（うち１年以内に返済期限の到来する長期借入

金を含む）及び短期借入金59,489百万円に対して次の担保
を提供しております。 

  (1) 不動産商品              35百万円 
  (2) 有形固定資産          57,846 〃 
  (3) 投資有価証券           7,702 〃 
 

１．有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。 
建物及び構築物           46,368百万円 
工具・器具・備品          11,599 〃 
その他の有形固定資産         4,180 〃 

 
２．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金（うち１年以内に返済期限の到来する長期借入

金を含む）及び短期借入金58,921百万円に対して次の担保
を提供しております。 

  (1) 不動産商品              37百万円 
  (2) 有形固定資産          47,306 〃 
  (3) 投資有価証券           6,316 〃 
 

 以下略 



 
エ． 平成１４年１２月期 中間決算短信（連結） 〔平成１４年８月２２日提出分〕 

中間連結貸借対照表関係（１５ページ） 
【訂正前】 

 
前中間連結会計期間末 
平成13年6月30日現在 

当中間連結会計期間末 
平成14年6月30日現在 

前連結会計年度末 
平成13年12月31日現在 

１． 有形固定資産の減価償却累計額は、次

のとおりであります。 
建物及び構築物   48,727百万円 
工具・器具・備品  11,641 〃 
その他の有形固定資産 4,212 〃 

 
２． 担保提供資産の状況は次のとおりで

あります。 
長期借入金45,979百万円（うち１年
以内に返済期限の到来する長期借入

金9,509百万円）に対して次の担保を
提供しております。 
（1）不動産商品     36百万円 
（2）有形固定資産  57,057 〃 
（3）投資有価証券   9,110 〃 
 

１． 有形固定資産の減価償却累計額は、次

のとおりであります。 
建物及び構築物   51,993百万円 
工具・器具・備品  12,089 〃 
その他の有形固定資産 4,355 〃 

 
２． 担保提供資産の状況は次のとおりで

あります。 
短期借入金 100 百万円および長期借
入金45,367百万円（うち１年以内に
返済期限の到来する長期借入金

10,799 百万円）に対して次の担保を
提供しております。 
（1）不動産商品     35百万円 
（2）有形固定資産  55,304 〃 
（3）投資有価証券   7,639 〃 

 

１． 有形固定資産の減価償却累計額は、次

のとおりであります。 
建物及び構築物   50,319百万円 
工具・器具・備品  11,968 〃 
その他の有形固定資産 4,302 〃 

 
２． 担保提供資産の状況は次のとおりで

あります。 
長期借入金51,969百万円（うち１年
以内に返済期限の到来する長期借入

金10,331百万円）に対して次の担保
を提供しております。 
（1）不動産商品     35百万円 
（2）有形固定資産  57,846 〃 
（3）投資有価証券   7,702 〃 

 

   以下略 
 
   【訂正後】 
 

前中間連結会計期間末 
平成13年6月30日現在 

当中間連結会計期間末 
平成14年6月30日現在 

前連結会計年度末 
平成13年12月31日現在 

１． 有形固定資産の減価償却累計額は、次

のとおりであります。 
建物及び構築物   48,727百万円 
工具・器具・備品  11,641 〃 
その他の有形固定資産 4,212 〃 

 
２． 担保提供資産の状況は次のとおりで

あります。 
長期借入金（うち１年以内に返済期限

の到来する長期借入金を含む）及び短

期借入金60,237百万円に対して次の
担保を提供しております。 
（1）不動産商品     36百万円 
（2）有形固定資産  57,057 〃 
（3）投資有価証券   9,110 〃 
 

１． 有形固定資産の減価償却累計額は、次

のとおりであります。 
建物及び構築物   51,993百万円 
工具・器具・備品  12,089 〃 
その他の有形固定資産 4,355 〃 

 
２． 担保提供資産の状況は次のとおりで

あります。 
長期借入金（うち１年以内に返済期限

の到来する長期借入金を含む）及び短

期借入金57,281百万円に対して次の
担保を提供しております。 
（1）不動産商品     35百万円 
（2）有形固定資産  55,304 〃 
（3）投資有価証券   7,639 〃 

 

１． 有形固定資産の減価償却累計額は、次

のとおりであります。 
建物及び構築物   50,319百万円 
工具・器具・備品  11,968 〃 
その他の有形固定資産 4,302 〃 

 
２． 担保提供資産の状況は次のとおりで

あります。 
長期借入金（うち１年以内に返済期限

の到来する長期借入金を含む）及び短

期借入金59,489百万円に対して次の
担保を提供しております。 
（1）不動産商品     35百万円 
（2）有形固定資産  57,846 〃 
（3）投資有価証券   7,702 〃 

 
   以下略 
 
 
 
 
 
 



 
オ．平成１４年１２月期 個別中間財務諸表の概要 〔平成１４年８月２２日提出分〕 
  中間貸借対照表関係（７ページ） 
  【訂正前】 
 

前中間会計期間末 
平成13年6月30日現在 

当中間会計期間末 
平成14年6月30日現在 

前事業年度末 
平成13年12月31日現在 

１． 有形固定資産の減価償却累計額 
          56,409百万円 

 
２． 担保提供資産 

不動産商品       36百万円 
有形固定資産    55,485 〃 
投資有価証券     9,110 〃 

   上記担保資産の対象となる債務 
   長期借入金     35,905百万円 
   １年以内 
   返済予定の 
   長期借入金     9,465 〃  
   計         45,370 〃

１． 有形固定資産の減価償却累計額 
          59,274百万円 

 
２． 担保提供資産 

不動産商品       35百万円 
有形固定資産    53,603 〃 
投資有価証券     7,639 〃 

   上記担保資産の対象となる債務 
   長期借入金     34,217百万円 
   １年以内 
   返済予定の 
   長期借入金     10,687 〃 
   計         44,905 〃

１． 有形固定資産の減価償却累計額 
          57,869百万円 

 
２． 担保提供資産 

不動産商品       35百万円 
有形固定資産    54,625 〃 
投資有価証券     7,702 〃 

   上記担保資産の対象となる債務 
   長期借入金     38,481百万円 
   １年以内 
   返済予定の 
   長期借入金      9,790 〃 
   計         48,272 〃 
 

   以下略 
 
  【訂正後】 
 

前中間会計期間末 
平成13年6月30日現在 

当中間会計期間末 
平成14年6月30日現在 

前事業年度末 
平成13年12月31日現在 

１． 有形固定資産の減価償却累計額 
          56,409百万円 

 
２． 担保提供資産 

不動産商品       36百万円 
有形固定資産    55,485 〃 
投資有価証券     9,110 〃 

   上記担保資産の対象となる債務 
   長期借入金（１年 
   以内返済予定の長 
期借入金を含む）  59,497百万円
及び短期借入金 
    

１． 有形固定資産の減価償却累計額 
          59,274百万円 

 
２． 担保提供資産 

不動産商品       35百万円 
有形固定資産    53,603 〃 
投資有価証券     7,639 〃 

   上記担保資産の対象となる債務 
   長期借入金（１年 
   以内返済予定の長 
期借入金を含む）  56,661百万円
及び短期借入金 
 

１． 有形固定資産の減価償却累計額 
          57,869百万円 

 
２． 担保提供資産 

不動産商品       35百万円 
有形固定資産    54,625 〃 
投資有価証券     7,702 〃 

   上記担保資産の対象となる債務 
   長期借入金（１年 
   以内返済予定の長 
期借入金を含む）  58,841百万円
及び短期借入金 
 

   以下略 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
カ． 平成１４年１２月期 決算短信（連結） 〔平成１５年２月２０日提出分〕 

連結貸借対照表関係（１５ページ） 
 【訂正前】 
 

当連結会計年度（平成14年12月31日現在） 前連結会計年度（平成13年12月31日現在） 
１．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金40,199百万円（うち１年以内に返済期限の到来
する長期借入金11,035百万円）に対して次の担保を提供し
ております。 

  (1) 不動産商品              35百万円 
  (2) 有形固定資産          54,226 〃 
  (3) 投資有価証券           7,399 〃 
 

１．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金51,969百万円（うち１年以内に返済期限の到来
する長期借入金10,331百万円）に対して次の担保を提供し
ております。 

  (1) 不動産商品              35百万円 
  (2) 有形固定資産          57,846 〃 
  (3) 投資有価証券           7,702 〃 
 

 以下略 
 
   【訂正後】 
 

当連結会計年度（平成14年12月31日現在） 前連結会計年度（平成13年12月31日現在） 
１．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金（うち１年以内に返済期限の到来する長期借入

金を含む）及び短期借入金53,944百万円に対して次の担保
を提供しております。 

  (1) 不動産商品              35百万円 
  (2) 有形固定資産          54,226 〃 
  (3) 投資有価証券           7,399 〃 
 

１．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金（うち１年以内に返済期限の到来する長期借入

金を含む）及び短期借入金59,489百万円に対して次の担保
を提供しております。 

  (1) 不動産商品              35百万円 
  (2) 有形固定資産          57,846 〃 
  (3) 投資有価証券           7,702 〃 
 

   以下略 
 
キ． 平成１４年１２月期 個別財務諸表の概要 〔平成１５年２月２０日提出分〕 
貸借対照表関係（８ページ） 

   【訂正前】 
 

第70期 
平成14年12月31日現在 

第69期 
平成13年12月31日現在 

 
１．担保提供資産の状況は次の通りであります。 
  長期借入金39,781百万円（うち１年以内に返済期限の到来
する長期借入金10,907百万円）に対して次の担保を提供し
ております。 

  (1) 不動産商品              35百万円 
  (2) 有形固定資産          52,647 〃 
  (3) 投資有価証券           7,399 〃 
 

 
１．担保提供資産の状況は次の通りであります。 
  長期借入金48,272百万円（うち１年以内に返済期限の到来
する長期借入金 9,790百万円）に対して次の担保を提供し
ております。 

  (1) 不動産商品              35百万円 
  (2) 有形固定資産          54,625 〃 
  (3) 投資有価証券           7,702 〃 
 

   以下略 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   【訂正後】 
 

第70期 
平成14年12月31日現在 

第69期 
平成13年12月31日現在 

 
１．担保提供資産の状況は次の通りであります。 
  長期借入金（うち１年以内に返済期限の到来する長期借入

金を含む）及び短期借入金53,432百万円に対して次の担保
を提供しております。 

  (1) 不動産商品              35百万円 
  (2) 有形固定資産          52,647 〃 
  (3) 投資有価証券           7,399 〃 
 

 
１．担保提供資産の状況は次の通りであります。 
  長期借入金（うち１年以内に返済期限の到来する長期借入

金を含む）及び短期借入金58,841百万円に対して次の担保
を提供しております。 

  (1) 不動産商品              35百万円 
  (2) 有形固定資産          54,625 〃 
  (3) 投資有価証券           7,702 〃 
 

   以下略 
 
ク． 平成１５年１２月期 中間決算短信（連結） 〔平成１５年８月２１日提出分〕 

中間連結貸借対照表関係（１８ページ） 
   【訂正前】 
 

前中間連結会計期間末 
平成14年6月30日現在 

当中間連結会計期間末 
平成15年6月30日現在 

前連結会計年度末 
平成14年12月31日現在 

１．有形固定資産の減価償却累計額は、次

のとおりであります。 
建物及び構築物   51,993百万円 
工具・器具・備品  12,089 〃 
その他の有形固定資産 4,355 〃 

 
２．担保提供資産の状況は次のとおりであ

ります。 
短期借入金 100 百万円および長期借
入金45,367百万円（うち１年以内に
返済期限の到来する長期借入金

10,799 百万円）に対して次の担保を
提供しております。 

(1)不動産商品     35百万円 
(2)有形固定資産 55,304 〃 
(3)投資有価証券  7,639 〃 

    

１． 有形固定資産の減価償却累計額は、次

のとおりであります。 
建物及び構築物   52,934百万円 
工具・器具・備品  11,781 〃 
その他の有形固定資産 4,384 〃 

 
２． 担保提供資産の状況は次のとおりで

あります。 
短期借入金50百万円および長期借入
金37,634百万円（うち１年以内に返
済期限の到来する長期借入金 26,736
百万円）に対して次の担保を提供して

おります。 
(1)不動産商品     35百万円 
(2)有形固定資産 53,127 〃 
(3)投資有価証券  7,399 〃 

    

１． 有形固定資産の減価償却累計額は、次

のとおりであります。 
建物及び構築物   53,249百万円 
工具・器具・備品  11,915 〃 
その他の有形固定資産 4,373 〃 

 
２． 担保提供資産の状況は次のとおりで

あります。 
長期借入金40,199百万円（うち１年
以内に返済期限の到来する長期借入

金11,035百万円）に対して次の担保
を提供しております。 

(1)不動産商品     35百万円 
(2)有形固定資産 54,226 〃 
(3)投資有価証券    198 〃 
(4)関係会社株式  5,907 〃 
 

   以下略 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   【訂正後】 
 

前中間連結会計期間末 
平成14年6月30日現在 

当中間連結会計期間末 
平成15年6月30日現在 

前連結会計年度末 
平成14年12月31日現在 

１． 有形固定資産の減価償却累計額は、次

のとおりであります。 
建物及び構築物   51,993百万円 
工具・器具・備品  12,089 〃 
その他の有形固定資産 4,355 〃 

 
２． 担保提供資産の状況は次のとおりで

あります。 
長期借入金（うち１年以内に返済期限

の到来する長期借入金を含む）及び短

期借入金57,281百万円に対して次の
担保を提供しております。 

(1)不動産商品     35百万円 
(2)有形固定資産 55,304 〃 
(3)投資有価証券  7,639 〃 

    

１． 有形固定資産の減価償却累計額は、次

のとおりであります。 
建物及び構築物   52,934百万円 
工具・器具・備品  11,781 〃 
その他の有形固定資産 4,384 〃 

 
２． 担保提供資産の状況は次のとおりで

あります。 
長期借入金（うち１年以内に返済期限

の到来する長期借入金を含む）及び短

期借入金50,411百万円に対して次の
担保を提供しております。 

(1)不動産商品     35百万円 
(2)有形固定資産 53,127 〃 
(3)投資有価証券  7,399 〃 

    

１． 有形固定資産の減価償却累計額は、次

のとおりであります。 
建物及び構築物   53,249百万円 
工具・器具・備品  11,915 〃 
その他の有形固定資産 4,373 〃 

 
２． 担保提供資産の状況は次のとおりで

あります。 
長期借入金（うち１年以内に返済期限

の到来する長期借入金を含む）及び短

期借入金53,944百万円に対して次の
担保を提供しております。 

(1)不動産商品     35百万円 
(2)有形固定資産 54,226 〃 
(3)投資有価証券    198 〃 
(4)関係会社株式  5,907 〃 
 

   以下略 
 
ケ． 平成１５年１２月期 個別中間財務諸表の概要 〔平成１５年８月２１日提出分〕 
中間貸借対照表関係（８ページ） 
 【訂正前】 

 
前中間会計期間末 

平成14年6月30日現在 
当中間会計期間末 

平成15年6月30日現在 
前事業年度末 

平成14年12月31日現在 
１． 有形固定資産の減価償却累計額 
          59,274百万円 

 
２． 担保提供資産 

不動産商品       35百万円 
有形固定資産    53,603 〃 
投資有価証券     7,639 〃 

   上記担保資産の対象となる債務 
   長期借入金     34,217百万円 
   １年以内 
   返済予定の 
   長期借入金     10,687 〃  
   計         44,905 〃

１．有形固定資産の減価償却累計額 
          61,928百万円 

 
２．担保提供資産 

不動産商品       35百万円 
有形固定資産    51,997 〃 
投資有価証券     5,656 〃 

   上記担保資産の対象となる債務 
   長期借入金     26,641百万円 
   １年以内 
   返済予定の 
   長期借入金     10,676 〃 
   計         37,317 〃

１． 有形固定資産の減価償却累計額 
          60,725百万円 

 
２． 担保提供資産 

不動産商品       35百万円 
有形固定資産    52,647 〃 
投資有価証券       198 〃 
関係会社株式    5,907 〃 

   上記担保資産の対象となる債務 
   長期借入金     28,874百万円 
   １年以内 
   返済予定の 
   長期借入金     10,907 〃 
   計         39,781 〃 
 

   以下略 
 
 
 
 
 
 
 



 
   【訂正後】 
 

前中間会計期間末 
平成14年6月30日現在 

当中間会計期間末 
平成15年6月30日現在 

前事業年度末 
平成14年12月31日現在 

１． 有形固定資産の減価償却累計額 
          59,274百万円 

 
２． 担保提供資産 

不動産商品       35百万円 
有形固定資産    53,603 〃 
投資有価証券     7,639 〃 

   上記担保資産の対象となる債務 
   長期借入金（１年 
   以内返済予定の長 
期借入金を含む）  56,661百万円
及び短期借入金 
 

１．有形固定資産の減価償却累計額 
          61,928百万円 

 
２．担保提供資産 

不動産商品       35百万円 
有形固定資産    51,997 〃 
投資有価証券     5,656 〃 

   上記担保資産の対象となる債務 
   長期借入金（１年 
   以内返済予定の長 
期借入金を含む）  49,892百万円
及び短期借入金 
 

１． 有形固定資産の減価償却累計額 
          60,725百万円 

 
２． 担保提供資産 

不動産商品       35百万円 
有形固定資産    52,647 〃 
投資有価証券       198 〃 
関係会社株式    5,907 〃 

   上記担保資産の対象となる債務 
   長期借入金（１年 
   以内返済予定の長 
期借入金を含む）  53,432百万円
及び短期借入金 
 

   以下略 
 
 
コ． 平成１５年１２月期 決算短信（連結） 〔平成１６年２月２０日提出分〕 

連結貸借対照表関係（１９ページ） 
 【訂正前】 

 
当連結会計年度（平成15年12月31日現在） 前連結会計年度（平成14年12月31日現在） 

１．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金42,435百万円（うち１年以内に返済期限の到来
する長期借入金11,051百万円）に対して次の担保を提供し
ております。 

  (1) 不動産商品              20百万円 
  (2) 有形固定資産          53,345 〃 
  (3) 投資有価証券           6,262 〃 
 

１．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金40,199百万円（うち１年以内に返済期限の到来
する長期借入金11,035百万円）に対して次の担保を提供し
ております。 

  (1) 不動産商品              35百万円 
  (2) 有形固定資産          54,226 〃 
  (3) 投資有価証券           7,399 〃 
 

   以下略 
 
   【訂正後】 
 

当連結会計年度（平成15年12月31日現在） 前連結会計年度（平成14年12月31日現在） 
１．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金（うち１年以内に返済期限の到来する長期借入

金を含む）及び短期借入金55,080百万円に対して次の担保
を提供しております。 

  (1) 不動産商品              20百万円 
  (2) 有形固定資産          53,345 〃 
  (3) 投資有価証券           6,262 〃 
 

１．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金（うち１年以内に返済期限の到来する長期借入

金を含む）及び短期借入金53,944百万円に対して次の担保
を提供しております。 

  (1) 不動産商品              35百万円 
  (2) 有形固定資産          54,226 〃 
  (3) 投資有価証券           7,399 〃 
 

   以下略 
 
 
 
 



 
サ． 平成１５年１２月期 個別財務諸表の概要 〔平成１６年２月２０日提出分〕 
貸借対照表関係（９ページ） 
 【訂正前】 

 
第71期 

平成15年12月31日現在 
第70期 

平成14年12月31日現在 
 
１．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金42,274百万円（うち１年以内に返済期限の到来
する長期借入金10,946百万円）に対して次の担保を提供し
ております。 

  (1) 不動産商品              20百万円 
  (2) 有形固定資産          51,830 〃 
  (3) 投資有価証券           6,262 〃 
 

 
１．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金39,781百万円（うち１年以内に返済期限の到来
する長期借入金10,907百万円）に対して次の担保を提供し
ております。 

  (1) 不動産商品              35百万円 
  (2) 有形固定資産          52,647 〃 
  (3) 投資有価証券           7,399 〃 
 

   以下略 
 
   【訂正後】 
 

第71期 
平成15年12月31日現在 

第70期 
平成14年12月31日現在 

 
１．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金（うち１年以内に返済期限の到来する長期借入

金を含む）及び短期借入金54,627百万円に対して次の担保
を提供しております。 

  (1) 不動産商品              20百万円 
  (2) 有形固定資産          51,830 〃 
  (3) 投資有価証券           6,262 〃 
 

 
１．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金（うち１年以内に返済期限の到来する長期借入

金を含む）及び短期借入金53,432百万円に対して次の担保
を提供しております。 

  (1) 不動産商品              35百万円 
  (2) 有形固定資産          52,647 〃 
  (3) 投資有価証券           7,399 〃 
 

   以下略 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
シ． 平成１６年１２月期 中間決算短信（連結） 〔平成１６年８月２０日提出分〕 

中間連結貸借対照表（１７ページ） 
 【訂正前】 
 

前中間連結会計期間末 
平成15年6月30日現在 

当中間連結会計期間末 
平成16年6月30日現在 

前連結会計年度末 
平成15年12月31日現在 

１． 有形固定資産の減価償却累計額は、次

のとおりであります。 
建物及び構築物   52,934百万円 
工具・器具・備品  11,781 〃 
その他の有形固定資産 4,384 〃 

 
２． 担保提供資産の状況は次のとおりで

あります。 
短期借入金50百万円および長期借入
金37,634百万円（うち１年以内に返
済期限の到来する長期借入金 26,736
百万円）に対して次の担保を提供して

おります。 
(1)不動産商品     35百万円 
(2)有形固定資産 53,127 〃 
(3)投資有価証券  7,399 〃 

    

１． 有形固定資産の減価償却累計額は、次

のとおりであります。 
建物及び構築物   53,429百万円 
工具・器具・備品  11,105 〃 
その他の有形固定資産 4,324 〃 

 
２． 担保提供資産の状況は次のとおりで

あります。 
長期借入金36,886百万円（うち１年
以内に返済期限の到来する長期借入

金26,357百万円）に対して次の担保
を提供しております。 

(1)不動産商品     20百万円 
(2)有形固定資産 51,555 〃 
(3)投資有価証券  4,917 〃 

    

１． 有形固定資産の減価償却累計額は、次

のとおりであります。 
建物及び構築物   53,959百万円 
工具・器具・備品  11,214 〃 
その他の有形固定資産 4,331 〃 

 
２． 担保提供資産の状況は次のとおりで

あります。 
長期借入金42,435百万円（うち１年
以内に返済期限の到来する長期借入

金11,051百万円）に対して次の担保
を提供しております。 

(1)不動産商品     20百万円 
(2)有形固定資産 53,345 〃 
(3)投資有価証券  6,262 〃 
 

   以下略 
 
   【訂正後】 
 

前中間連結会計期間末 
平成15年6月30日現在 

当中間連結会計期間末 
平成16年6月30日現在 

前連結会計年度末 
平成15年12月31日現在 

１． 有形固定資産の減価償却累計額は、次

のとおりであります。 
建物及び構築物   52,934百万円 
工具・器具・備品  11,781 〃 
その他の有形固定資産 4,384 〃 

 
２． 担保提供資産の状況は次のとおりで

あります。 
長期借入金（うち１年以内に返済期限

の到来する長期借入金を含む）及び短

期借入金50,411百万円に対して次の
担保を提供しております。 

(1)不動産商品     35百万円 
(2)有形固定資産 53,127 〃 
(3)投資有価証券  7,399 〃 

    

１． 有形固定資産の減価償却累計額は、次

のとおりであります。 
建物及び構築物   53,429百万円 
工具・器具・備品  11,105 〃 
その他の有形固定資産 4,324 〃 

 
２． 担保提供資産の状況は次のとおりで

あります。 
長期借入金（うち１年以内に返済期限

の到来する長期借入金を含む）及び短

期借入金51,963百万円に対して次の
担保を提供しております。 

(1)不動産商品     20百万円 
(2)有形固定資産 51,555 〃 
(3)投資有価証券  4,917 〃 

    

１． 有形固定資産の減価償却累計額は、次

のとおりであります。 
建物及び構築物   53,959百万円 
工具・器具・備品  11,214 〃 
その他の有形固定資産 4,331 〃 

 
２． 担保提供資産の状況は次のとおりで

あります。 
長期借入金（うち１年以内に返済期限

の到来する長期借入金を含む）及び短

期借入金55,080百万円に対して次の
担保を提供しております。 

(1)不動産商品     20百万円 
(2)有形固定資産 53,345 〃 
(3)投資有価証券  6,262 〃 
 

   以下略 
 
 
 
 
 
 



 
ス． 平成１６年１２月期 個別中間財務諸表の概要 〔平成１６年８月２０日提出分〕 
 

中間貸借対照表関係（７ページ） 
 【訂正前】 

 
前中間会計期間末 

平成15年6月30日現在 
当中間会計期間末 

平成16年6月30日現在 
前事業年度末 

平成15年12月31日現在 
１．有形固定資産の減価償却累計額 
          61,928百万円 

 
２．担保提供資産 

不動産商品       35百万円 
有形固定資産    51,997 〃 
投資有価証券     5,656 〃 

   上記担保資産の対象となる債務 
   長期借入金     26,641百万円 
   １年以内 
   返済予定の 
   長期借入金     10,676 〃  
   計         37,317 〃

１．有形固定資産の減価償却累計額 
          61,943百万円 

 
２．担保提供資産 

不動産商品       20百万円 
有形固定資産    50,501 〃 
関係会社株式     4,917 〃 

   上記担保資産の対象となる債務 
   長期借入金     26,225百万円 
   １年以内 
   返済予定の 
   長期借入金     10,391 〃 
   計         36,616 〃

１．有形固定資産の減価償却累計額 
          62,699百万円 

 
２．担保提供資産 

不動産商品       20百万円 
有形固定資産    51,830 〃 
投資有価証券       205 〃 
関係会社株式    6,056 〃 

   上記担保資産の対象となる債務 
   長期借入金     31,128百万円 
   １年以内 
   返済予定の 
   長期借入金     10,946 〃 
   計         42,074 〃 
 

   以下略 
 
   【訂正後】 
 

前中間会計期間末 
平成15年6月30日現在 

当中間会計期間末 
平成16年6月30日現在 

前事業年度末 
平成15年12月31日現在 

１．有形固定資産の減価償却累計額 
          61,928百万円 

 
２．担保提供資産 

不動産商品       35百万円 
有形固定資産    51,997 〃 
投資有価証券     5,656 〃 

   上記担保資産の対象となる債務 
   長期借入金（１年 
   以内返済予定の長 
期借入金を含む）  49,892百万円
及び短期借入金 
 

１．有形固定資産の減価償却累計額 
          61,943百万円 

 
２．担保提供資産 

不動産商品       20百万円 
有形固定資産    50,501 〃 
関係会社株式     4,917 〃 

   上記担保資産の対象となる債務 
   長期借入金（１年 
   以内返済予定の長 
期借入金を含む）  51,693百万円
及び短期借入金 
 

１．有形固定資産の減価償却累計額 
          62,699百万円 

 
２．担保提供資産 

不動産商品       20百万円 
有形固定資産    51,830 〃 
投資有価証券       205 〃 
関係会社株式    6,056 〃 

   上記担保資産の対象となる債務 
   長期借入金（１年 
   以内返済予定の長 
期借入金を含む）  54,627百万円
及び短期借入金 
 
 

   以下略 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
セ． 平成１６年１２月期 決算短信（連結） 〔平成１７年２月２４日提出分〕 

連結貸借対照表関係（１９ページ） 
 【訂正前】 

 
当連結会計年度（平成16年12月31日現在） 前連結会計年度（平成15年12月31日現在） 

１．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金34,384百万円（うち１年以内に返済期限の到来
する長期借入金 9,848百万円）に対して次の担保を提供し
ております。 

  (1) 不動産商品              14百万円 
  (2) 有形固定資産          40,032 〃 
  (3) 投資有価証券           7,504 〃 
 

１．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金42,435百万円（うち１年以内に返済期限の到来
する長期借入金11,051百万円）に対して次の担保を提供し
ております。 

  (1) 不動産商品              20百万円 
  (2) 有形固定資産          53,345 〃 
  (3) 投資有価証券           6,262 〃 
 

   以下略 
 
   【訂正後】 
 

当連結会計年度（平成16年12月31日現在） 前連結会計年度（平成15年12月31日現在） 
１．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金（うち１年以内に返済期限の到来する長期借入

金を含む）及び短期借入金45,294百万円に対して次の担保
を提供しております。 

  (1) 不動産商品              14百万円 
  (2) 有形固定資産          40,032 〃 
  (3) 投資有価証券           7,504 〃 
 

１．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金（うち１年以内に返済期限の到来する長期借入

金を含む）及び短期借入金55,080百万円に対して次の担保
を提供しております。 

  (1) 不動産商品              20百万円 
  (2) 有形固定資産          53,345 〃 
  (3) 投資有価証券           6,262 〃 
 

   以下略 
 
  有価証券関係（２８ページ） 
   【訂正前】 
 
   当連結会計年度 
   ４．時価評価されていない主な有価証券（時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く） 
                                               （単位：百万円） 

区分 当連結会計年度（平成16年12月31日現在） 
その他有価証券 連結貸借対照表計上額 
非上場株式（店頭売買株式を除く）  ５２２

 子会社株式及び関連会社株式  １８６ 
計  ７０８

 
   【訂正後】 
 
   当連結会計年度 
   ４．時価評価されていない主な有価証券（時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く） 
                                               （単位：百万円） 

区分 当連結会計年度（平成16年12月31日現在） 
その他有価証券 連結貸借対照表計上額 
非上場株式（店頭売買株式を除く）  １，５１８

 子会社株式及び関連会社株式    １８６ 
計  １，７０５

 
 



 
ソ． 平成１６年１２月期 個別財務諸表の概要 〔平成１７年２月２４日提出分〕 
貸借対照表関係（８ページ） 
 【訂正前】 
 

第72期 
平成16年12月31日現在 

第71期 
平成15年12月31日現在 

 
１．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金34,172百万円（うち１年以内に返済期限の到来
する長期借入金 9,722百万円）に対して次の担保を提供し
ております。 

  (1) 不動産商品              14百万円 
  (2) 有形固定資産          38,952 〃 
  (3) 関係会社株式           7,504 〃 
 

 
１．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金42,274百万円（うち１年以内に返済期限の到来
する長期借入金10,946百万円）に対して次の担保を提供し
ております。 

  (1) 不動産商品              20百万円 
  (2) 有形固定資産          51,830 〃 
  (3) 投資有価証券             205 〃 
  (4) 関係会社株式           6,056 〃 
 

   以下略 
 
   【訂正後】 
 

第72期 
平成16年12月31日現在 

第71期 
平成15年12月31日現在 

 
１．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金（うち１年以内に返済期限の到来する長期借入

金を含む）及び短期借入金44,894百万円に対して次の担保
を提供しております。 

  (1) 不動産商品              14百万円 
  (2) 有形固定資産          38,952 〃 
  (3) 関係会社株式           7,504 〃 
 

 
１．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金（うち１年以内に返済期限の到来する長期借入

金を含む）及び短期借入金54,627百万円に対して次の担保
を提供しております。 

  (1) 不動産商品              20百万円 
  (2) 有形固定資産          51,830 〃 
  (3) 投資有価証券             205 〃 
  (4) 関係会社株式           6,056 〃 
 

   以下略 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
タ． 平成１７年１２月期 中間決算短信（連結） 〔平成１７年８月１９日提出分〕 

中間連結貸借対照表関係（２０ページ） 
 【訂正前】 
 

前中間連結会計期間末 
平成16年6月30日現在 

当中間連結会計期間末 
平成17年6月30日現在 

前連結会計年度末 
平成16年12月31日現在 

１．有形固定資産の減価償却累計額は、次

のとおりであります。 
建物及び構築物   53,429百万円 
工具・器具・備品  11,105 〃 
その他の有形固定資産 4,324 〃 

 
２．担保提供資産の状況は次のとおりであ

ります。 
長期借入金36,886百万円（うち１年
以内に返済期限の到来する長期借入

金26,357百万円）に対して次の担保
を提供しております。 

(1)不動産商品     20百万円 
(2)有形固定資産 51,555 〃 
(3)投資有価証券  4,917 〃 

    

１．有形固定資産の減価償却累計額は、次

のとおりであります。 
建物及び構築物   50,044百万円 
工具・器具・備品  10,785 〃 
その他の有形固定資産 4,175 〃 

 
２．担保提供資産の状況は次のとおりであ

ります。 
長期借入金32,432百万円（うち１年
以内に返済期限の到来する長期借入

金8,980百万円）に対して次の担保を
提供しております。 

(1)不動産商品     14百万円 
(2)有形固定資産 39,436 〃 
(3)投資有価証券  6,918 〃 

    

１．有形固定資産の減価償却累計額は、次

のとおりであります。 
建物及び構築物   48,174百万円 
工具・器具・備品  10,591 〃 
その他の有形固定資産 4,151 〃 

 
２．担保提供資産の状況は次のとおりであ

ります。 
長期借入金34,384百万円（うち１年
以内に返済期限の到来する長期借入

金9,848百万円）に対して次の担保を
提供しております。 

(1)不動産商品     14百万円 
(2)有形固定資産 40,032 〃 
(3)投資有価証券  7,504 〃 
 

   以下略 
 
   【訂正後】 
 

前中間連結会計期間末 
平成16年6月30日現在 

当中間連結会計期間末 
平成17年6月30日現在 

前連結会計年度末 
平成16年12月31日現在 

１．有形固定資産の減価償却累計額は、次

のとおりであります。 
建物及び構築物   53,429百万円 
工具・器具・備品  11,105 〃 
その他の有形固定資産 4,324 〃 

 
２．担保提供資産の状況は次のとおりであ

ります。 
長期借入金（うち１年以内に返済期限

の到来する長期借入金を含む）及び短

期借入金51,963百万円に対して次の
担保を提供しております。 

(1)不動産商品     20百万円 
(2)有形固定資産 51,555 〃 
(3)投資有価証券  4,917 〃 

    

１．有形固定資産の減価償却累計額は、次

のとおりであります。 
建物及び構築物   50,044百万円 
工具・器具・備品  10,785 〃 
その他の有形固定資産 4,175 〃 

 
２．担保提供資産の状況は次のとおりであ

ります。 
長期借入金（うち１年以内に返済期限

の到来する長期借入金を含む）及び短

期借入金44,975百万円に対して次の
担保を提供しております。 

(1)不動産商品     14百万円 
(2)有形固定資産 39,436 〃 
(3)投資有価証券  6,918 〃 

    

１．有形固定資産の減価償却累計額は、次

のとおりであります。 
建物及び構築物   48,174百万円 
工具・器具・備品  10,591 〃 
その他の有形固定資産 4,151 〃 

 
２．担保提供資産の状況は次のとおりであ

ります。 
長期借入金（うち１年以内に返済期限

の到来する長期借入金を含む）及び短

期借入金45,294百万円に対して次の
担保を提供しております。 

(1)不動産商品     14百万円 
(2)有形固定資産 40,032 〃 
(3)投資有価証券  7,504 〃 
 

   以下略 
 
 
 
 
 
 
 



 
  有価証券関係（２７ページ及び２８ページ） 
   【訂正前】 

 
   当中間連結会計期間 
   ３．時価評価されていない主な有価証券の内容 
                                               （単位：百万円） 

当中間連結会計期間（平成17年6月30日現在） 
種   類 

中間連結貸借対照表計上額 
（1）子会社株式及び関連会社株式 １２８  
（2）その他有価証券 
   非上場株式     ４９７  

計 ６２６  
 
   前連結会計年度末 
   ３．時価評価されていない主な有価証券の内容 
                                               （単位：百万円） 

前連結会計年度（平成16年12月31日現在） 
種   類 

連結貸借対照表計上額 
（1）子会社株式及び関連会社株式 １８６  
（2）その他有価証券 
   非上場株式（店頭売買株式を除く） ５１８  

計 ７０５  
 
   【訂正後】 
 
   当中間連結会計期間 
   ３．時価評価されていない主な有価証券の内容 
                                               （単位：百万円） 

当中間連結会計期間（平成17年6月30日現在） 
種   類 

中間連結貸借対照表計上額 
（1）子会社株式及び関連会社株式 １２８  
（2）その他有価証券 
   非上場株式     １，４９７ 

計 １，６２６ 

 
   前連結会計年度末 
   ３．時価評価されていない主な有価証券の内容 
                                               （単位：百万円） 

前連結会計年度（平成16年12月31日現在） 
種   類 

連結貸借対照表計上額 
（1）子会社株式及び関連会社株式 １８６  
（2）その他有価証券 
   非上場株式（店頭売買株式を除く） １，５１８ 

計 １，７０５  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
チ． 平成１７年１２月期 個別中間財務諸表の概要 〔平成１７年８月１９日提出分〕 
中間貸借対照表関係（７ページ） 
 【訂正前】 

 
前中間会計期間末 

平成16年6月30日現在 
当中間会計期間末 

平成17年6月30日現在 
前事業年度末 

平成16年12月31日現在 
１．有形固定資産の減価償却累計額 
          61,943百万円 

 
２．担保提供資産の状況は次のとおりであ

ります。 
長期借入金36,616百万円（うち１年
以内に返済期限の到来する長期借入

金10,391百万円）に対して次の担保
を提供しております。 
（1）不動産商品      20百万円 
（2）有形固定資産   50,501 〃 
（3）投資有価証券    4,917 〃 

    

１．有形固定資産の減価償却累計額 
          57,651百万円 

 
２．担保提供資産の状況は次のとおりであ

ります。 
長期借入金32,225百万円（うち１年
以内に返済期限の到来する長期借入

金8,920百万円）に対して次の担保を
提供しております。 
（1）不動産商品      14百万円 
（2）有形固定資産   38,348 〃 
（3）投資有価証券    6,918 〃 

 

１．有形固定資産の減価償却累計額 
          55,879百万円 

 
２．担保提供資産の状況は次のとおりであ

ります。 
長期借入金34,172百万円（うち１年
以内に返済期限の到来する長期借入

金9,722百万円）に対して次の担保を
提供しております。 
（1）不動産商品      14百万円 
（2）有形固定資産   38,952 〃 
（3）投資有価証券    7,504 〃 

 
   以下略 
 
   【訂正後】 
 

前中間会計期間末 
平成16年6月30日現在 

当中間会計期間末 
平成17年6月30日現在 

前事業年度末 
平成16年12月31日現在 

１．有形固定資産の減価償却累計額 
          61,943百万円 

 
２．担保提供資産の状況は次のとおりであ

ります。 
長期借入金（うち１年以内に返済期限

の到来する長期借入金を含む）及び短

期借入金51,693百万円に対して次の
担保を提供しております。 
（1）不動産商品      20百万円 
（2）有形固定資産   50,501 〃 
（3）投資有価証券    4,917 〃 

    

１．有形固定資産の減価償却累計額 
          57,651百万円 

 
２．担保提供資産の状況は次のとおりであ

ります。 
長期借入金（うち１年以内に返済期限

の到来する長期借入金を含む）及び短

期借入金44,769百万円に対して次の
担保を提供しております。 
（1）不動産商品      14百万円 
（2）有形固定資産   38,348 〃 
（3）投資有価証券    6,918 〃 

 

１．有形固定資産の減価償却累計額 
          55,879百万円 

 
２．担保提供資産の状況は次のとおりであ

ります。 
長期借入金（うち１年以内に返済期限

の到来する長期借入金を含む）及び短

期借入金44,894百万円に対して次の
担保を提供しております。 
（1）不動産商品      14百万円 
（2）有形固定資産   38,952 〃 
（3）投資有価証券    7,504 〃 

 
   以下略 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ツ． 平成１７年１２月期 決算短信（連結） 〔平成１８年２月１４日提出分〕 

連結貸借対照表関係（２１ページ） 
 【訂正前】 

 
当連結会計年度（平成17年12月31日現在） 前連結会計年度（平成16年12月31日現在） 

１．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金（うち１年以内に返済期限の到来する長期借入

金を含む）及び短期借入金41,786百万円に対して次の担保
を提供しております。 

  (1) 不動産商品              13百万円 
  (2) 有形固定資産          38,753 〃 
  (3) 投資有価証券           9,701 〃 
 

１．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金34,384百万円（うち１年以内に返済期限の到来
する長期借入金 9,848百万円）に対して次の担保を提供し
ております。 

  (1) 不動産商品              14百万円 
  (2) 有形固定資産          40,032 〃 
  (3) 投資有価証券           7,504 〃 
 

   以下略 
 
   【訂正後】 
 

当連結会計年度（平成17年12月31日現在） 前連結会計年度（平成16年12月31日現在） 
１．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金（うち１年以内に返済期限の到来する長期借入

金を含む）及び短期借入金41,786百万円に対して次の担保
を提供しております。 

  (1) 不動産商品              13百万円 
  (2) 有形固定資産          38,753 〃 
  (3) 投資有価証券           9,701 〃 
 

１．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金（うち１年以内に返済期限の到来する長期借入

金を含む）及び短期借入金45,294百万円に対して次の担保
を提供しております。 

  (1) 不動産商品              14百万円 
  (2) 有形固定資産          40,032 〃 
  (3) 投資有価証券           7,504 〃 
 

   以下略 
 
  有価証券関係（３３ページ） 
   【訂正前】 
   前連結会計年度 
   ４．時価評価されていない主な有価証券（時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く） 
                                               （単位：百万円） 

区分 当連結会計年度（平成16年12月31日現在） 
その他有価証券 連結貸借対照表計上額 
非上場株式（店頭売買株式を除く）   ５２２

 子会社株式及び関連会社株式   １８６ 
計   ７０８

 
   【訂正後】 
   前連結会計年度 
   ４．時価評価されていない主な有価証券（時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く） 
                                               （単位：百万円） 

区分 当連結会計年度（平成16年12月31日現在） 
その他有価証券 連結貸借対照表計上額 
非上場株式（店頭売買株式を除く）   １，５１８

 子会社株式及び関連会社株式     １８６ 
計   １，７０５

 
 
 
 



 
テ． 平成１７年１２月期 個別財務諸表の概要 〔平成１８年２月１４日提出分〕 
貸借対照表関係（８ページ） 

   【訂正前】 
 

第73期 
平成17年12月31日現在 

第72期 
平成16年12月31日現在 

 
１．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金（うち１年以内に返済期限の到来する長期借入

金を含む）及び短期借入金41,623百万円に対して次の担保
を提供しております。 

  (1) 不動産商品              13百万円 
  (2) 有形固定資産          37,665 〃 
  (3) 関係会社株式           9,701 〃 
 

 
１．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金34,172百万円（うち１年以内に返済期限の到来
する長期借入金 9,722百万円）に対して次の担保を提供し
ております。 

  (1) 不動産商品              14百万円 
  (2) 有形固定資産          38,952 〃 
  (3) 関係会社株式           7,504 〃 
 

   以下略 
 
   【訂正後】 
 

第73期 
平成17年12月31日現在 

第72期 
平成16年12月31日現在 

 
１．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金（うち１年以内に返済期限の到来する長期借入

金を含む）及び短期借入金41,623百万円に対して次の担保
を提供しております。 

  (1) 不動産商品              13百万円 
  (2) 有形固定資産          37,665 〃 
  (3) 関係会社株式           9,701 〃 
 

 
１．担保提供資産の状況は次のとおりであります。 
  長期借入金（うち１年以内に返済期限の到来する長期借入

金を含む）及び短期借入金44,894百万円に対して次の担保
を提供しております。 

  (1) 不動産商品              14百万円 
  (2) 有形固定資産          38,952 〃 
  (3) 関係会社株式           7,504 〃 
 

   以下略 


