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平成 18 年 10 月 12 日 

各    位 

会 社 名        株 式 会 社 竹 内 製 作 所

代表者の役職名 代表取締役社長 竹 内 明 雄

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 6432）

問い合わせ先        常 務 取 締 役 

総 務 部 長 宮 崎 忠 男

                電 話 番 号  0268-81-1100（代表）
 
 
 

（訂正）平成 18 年 2 月期決算短信（連結）添付資料の一部訂正に関するお知らせ 
 

平成 18 年 4 月 14 日に発表いたしました当社「平成 18 年 2 月期決算短信（連結）」の添付資料において、

一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 
 

記 

 

 
1. 訂正した事項 
  
 10 ページ 13.連結財務諸表等 （1）連結貸借対照表 （資産の部） 注記番号 
  
 21 ページ 注記事項 （連結貸借対照表関係） 当連結会計年度 ※2 
  
2. 訂正内容 
  
 次ページから 5 ページのとおり。 
  
 訂正箇所は、       で示してあります。      
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＜10ページ＞ 

【訂正前】 

13．連結財務諸表等 

(1）連結貸借対照表 

前連結会計年度 当連結会計年度  

（平成17年２月28日） （平成18年２月28日） 
対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  6,677,221 8,024,445  

２．受取手形及び売掛金    9,056,533 11,722,496  

３．有価証券  29,985 29,985  

４．たな卸資産  10,287,042 14,561,184  

５．繰延税金資産  845,421 1,556,449  

６．その他  1,035,162 1,356,358  

貸倒引当金  △21,848 △39,159  

流動資産合計  27,909,517 83.9 37,211,759 80.5 9,302,241

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1)建物及び構築物 ※２ 1,028,549 2,221,887  

(2)機械装置及び運搬具 ※２ 472,005 2,609,885  

(3)工具、器具及び備品 ※２ 156,568 185,111  

(4)土地 ※２ 1,649,061 2,137,144  

(5)建設仮勘定  1,113,243 629,505  

有形固定資産合計  4,419,428 13.3 7,783,534 16.8 3,364,106

２．無形固定資産  114,063 0.3 183,105 0.4 69,042

３．投資その他の資産    

(1)投資有価証券  261,533 430,827  

(2)長期貸付金  3,622 911  

(3)繰延税金資産  274,616 283,315  

(4)その他  500,633 520,448  

貸倒引当金  △202,186 △177,031  

投資その他の資産合計  838,219 2.5 1,058,470 2.3 220,251

固定資産合計  5,371,711 16.1 9,025,110 19.5 3,653,399

資産合計  33,281,229 100.0 46,236,870 100.0 12,955,641
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【訂正後】 

13．連結財務諸表等 

(1）連結貸借対照表 

前連結会計年度 当連結会計年度 
 

（平成17年２月28日） （平成18年２月28日） 
対前年比 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  6,677,221 8,024,445  

２．受取手形及び売掛金 ※２ 9,056,533 11,722,496  

３．有価証券  29,985 29,985  

４．たな卸資産  10,287,042 14,561,184  

５．繰延税金資産  845,421 1,556,449  

６．その他  1,035,162 1,356,358  

貸倒引当金  △21,848 △39,159  

流動資産合計  27,909,517 83.9 37,211,759 80.5 9,302,241

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1)建物及び構築物 ※２ 1,028,549 2,221,887  

(2)機械装置及び運搬具 ※２ 472,005 2,609,885  

(3)工具、器具及び備品 ※２ 156,568 185,111  

(4)土地 ※２ 1,649,061 2,137,144  

(5)建設仮勘定  1,113,243 629,505  

有形固定資産合計  4,419,428 13.3 7,783,534 16.8 3,364,106

２．無形固定資産  114,063 0.3 183,105 0.4 69,042

３．投資その他の資産    

(1)投資有価証券  261,533 430,827  

(2)長期貸付金  3,622 911  

(3)繰延税金資産  274,616 283,315  

(4)その他  500,633 520,448  

貸倒引当金  △202,186 △177,031  

投資その他の資産合計  838,219 2.5 1,058,470 2.3 220,251

固定資産合計  5,371,711 16.1 9,025,110 19.5 3,653,399

資産合計  33,281,229 100.0 46,236,870 100.0 12,955,641
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＜21ページ＞ 

【訂正前】 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成 17 年２月 28 日） 

当連結会計年度 
（平成 18 年２月 28 日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 
3,643,523 千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額 
         3,904,615 千円

※２. 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとお
りであります。 

※２. 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとお 
りであります。 

(1) 担保資産    

建物及び構築物 362,873 千円 (309,153 千円)

機械装置及び運搬具 28,962 千円 (28,962 千円)

工具、器具及び備品 550 千円 (550 千円)

土地 1,315,624 千円 (703,311 千円)

 合計 1,708,010 千円 (1,041,977 千円)
 

(1) 担保資産    

建物及び構築物 317,238 千円 (295,719 千円)

機械装置及び運搬具 25,269 千円 (25,269 千円)

工具、器具及び備品 473 千円 (473 千円)

土地 1,240,512 千円 (703,311 千円)

 合計 1,583,492 千円 (1,024,773 千円)
 

(2) 担保付債務    

短期借入金 870,722 千円 (674,729 千円)

一年内返済予定長期 
借入金 

284,278 千円 (204,531 千円)

長期借入金 720,000 千円 (305,740 千円)

 合計 1,875,000 千円 (1,185,000 千円)
 

(2) 担保付債務    

短期借入金 1,145,000 千円 (879,260 千円)

一年内返済予定長期
借入金 

670,000 千円 (268,455 千円)

長期借入金 50,000 千円 (37,285 千円)

 合計 1,865,000 千円 (1,185,000 千円)
 

上記のうち( )内書きは工場財団抵当並びに当該債務
を示しております。 

上記のうち( )内書きは工場財団抵当並びに当該債務 
を示しております。 

※３．当社の発行済株式総数は、普通株式 7,055,000 株で
あります。 

※３．当社の発行済株式総数は、普通株式 7,655,000 株で 
あります。 
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【訂正後】 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成 17 年２月 28 日） 

当連結会計年度 
（平成 18 年２月 28 日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 
3,643,523 千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額 
         3,904,615 千円

※２. 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとお
りであります。 

※２. 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとお 
りであります。 

(1) 担保資産    

建物及び構築物 362,873 千円 (309,153 千円)

機械装置及び運搬具 28,962 千円 (28,962 千円)

工具、器具及び備品 550 千円 (550 千円)

土地 1,315,624 千円 (703,311 千円)

 合計 1,708,010 千円 (1,041,977 千円)
 

(1) 担保資産    

受取手形及び売掛金 88,552 千円 ( － )

建物及び構築物 317,238 千円 (295,719 千円)

機械装置及び運搬具 25,269 千円 (25,269 千円)

工具、器具及び備品 473 千円 (473 千円)

土地 1,240,512 千円 (703,311 千円)

 合計 1,672,045 千円 (1,024,773千円)
 

(2) 担保付債務    

短期借入金 870,722 千円 (674,729 千円)

一年内返済予定長期 
借入金 

284,278 千円 (204,531 千円)

長期借入金 720,000 千円 (305,740 千円)

 合計 1,875,000 千円 (1,185,000 千円)
 

(2) 担保付債務    

短期借入金 1,233,552 千円 (879,260 千円)

一年内返済予定長期
借入金 

670,000 千円 (268,455 千円)

長期借入金 50,000 千円 (37,285 千円)

 合計 1,953,552 千円 (1,185,000 千円)
 

上記のうち( )内書きは工場財団抵当並びに当該債務
を示しております。 

上記のうち( )内書きは工場財団抵当並びに当該債務 
を示しております。 

※３．当社の発行済株式総数は、普通株式 7,055,000 株で
あります。 

※３．当社の発行済株式総数は、普通株式 7,655,000 株で 
あります。 

 

 以上 

 


