
各   位 平成18年 6月13日

  （JASDAQ・コード  6403）

TEL (03) 3426 - 2131

  平成18年5月10日付で発表いたしました「平成18年3月期 決算短信（連結）」及び「平成18年3月期 個別財務

 諸表の概要」の記載内容について一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所に

 つきましては下線にて表示しております。

記

訂正内容

１．平成18年3月期 決算短信（連結） 32ﾍﾟｰｼﾞ ⑦関連当事者との取引 当連結会計年度の１及び３

【訂正前】

 ⑦関連当事者との取引

  １.親会社及び法人主要株主等

資本金又 議決権等の

属性 会社名 住所 は出資金 事業の内容 所有(被所 役員の 事業上 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

(百万円) 又は職業 有割合) 兼任等 の関係 (百万円) (百万円)
(％)

製品等の販売  302 売掛金  255

合成繊維、 （被所有） 役員 水処理

親会社 東レ㈱ 東京都  96,937 プラスチッ 直接51.2％ 1名 事業分 製品等の仕入  67 支払手形  48

中央区 ク・ケミカ 野での 買掛金  46

ル等の製造 業務提 未払金  0

販売 携 未払費用  7

資金の払出  376 預け金  2,137

利息の受取  11 未収入金  0

  3.兄弟会社等

資本金又 議決権等の

属性 会社名 住所 は出資金 事業の内容 所有(被所 役員の 事業上 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

(百万円) 又は職業 有割合) 兼任等 の関係 (百万円) (百万円)
(％)

機械・電 製品等 製品等の仕入  298 支払手形  19

親会社の 関西ﾃｨｰ 滋賀県  80 気・プラン － － の仕入 買掛金  264

子会社 ｲｰｹｨ㈱ 大津市 ト等各種工 先 未払費用  0

事の設計・

施工・監理

関係内容

会 社 名  水道機工株式会社        

代表者名  代表取締役社長 小林 勇

問合せ先  執行役員経理部長 金丸 益久

（訂正）平成18年3月期 決算短信（連結）及び個別財務諸表の概要の一部訂正について

関係内容



【訂正後】

 ⑦関連当事者との取引

  １.親会社及び法人主要株主等

資本金又 議決権等の

属性 会社名 住所 は出資金 事業の内容 所有(被所 役員の 事業上 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

(百万円) 又は職業 有割合) 兼任等 の関係 (百万円) (百万円)
(％)

製品等の販売  279 売掛金  248

親会社 東レ㈱ 東京都  96,937 合成繊維、 （被所有） 役員 水処理

中央区 プラスチッ 直接51.2％ 1名 事業分 製品等の仕入  130 支払手形  48

ク・ケミカ 野での 買掛金  41

ル等の製造 業務提 資金の払出  376 預け金  2,137

販売 携 利息の受取  11 未収入金  0

  3.兄弟会社等

資本金又 議決権等の

属性 会社名 住所 は出資金 事業の内容 所有(被所 役員の 事業上 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

(百万円) 又は職業 有割合) 兼任等 の関係 (百万円) (百万円)
(％)

機械・電 製品等 製品等の仕入  292 支払手形  19

親会社の 関西ﾃｨｰ 滋賀県  80 気・プラン － － の仕入

子会社 ｲｰｹｨ㈱ 大津市 ト等各種工 先 買掛金  261

事の設計・

施工・監理

２．平成18年3月期 個別財務諸表の概要 41ﾍﾟｰｼﾞ 製品製造及び工事原価明細書 当事業年度のⅢ

製品製造及び工事原価明細書

Ⅲ．経費 1,342 百万円 Ⅲ．経費 1,342 百万円

  （うち旅費出張費） （253） 百万円   （うち旅費出張費） （253） 百万円

  （うち運賃） （52） 百万円   （うち運賃） （48） 百万円

３．平成18年3月期 個別財務諸表の概要 46ﾍﾟｰｼﾞ 注記事項（貸借対照表関係） 当事業年度の※４

注記事項

（貸借対照表関係）

※４  関係会社に係る注記 ※４  関係会社に係る注記

  区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

 係会社に対するものは、次のとおりであります。  係会社に対するものは、次のとおりであります。

  預け金 2,137 百万円   預け金 2,137 百万円

  受取手形及び売掛金の合計額 435 百万円   受取手形及び売掛金の合計額 435 百万円

  支払手形及び買掛金の合計額 1,144 百万円   支払手形及び買掛金の合計額 958 百万円

以  上

関係内容

関係内容

【訂正前】 【訂正後】

【訂正後】【訂正前】


