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平成18年12月20日 

各 位 
会 社 名  川 田 工 業 株 式 会 社 

代表者名  取 締 役 社 長   川田 忠裕 
(コード番号  5931 東証・大証 第１部) 

問合せ先  常務取締役経理部長 渡邉 敏  

                                   ＴＥＬ (03)3915-4325 

 
（訂正・数値データ訂正あり）平成19年３月期「中間決算短信（連結）」の一部訂正に関するお知らせ 

 
 平成18年11月20日に発表いたしました平成19年３月期「中間決算短信（連結）」の記載内容につきまして一部

誤りがありましたので、下記のとおり訂正させていただきます。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後

の数値データも送信いたします。 

 なお、訂正部分には下線を付して表示しています。 

 

記 

１．訂正箇所 

訂正箇所番号 ページ 項  目 

① １ 
１．18年９月期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 
(2) 連結財政状態  

② ２１ 
注記事項 
（中間連結貸借対照表関係） 
※２ 担保資産 

 

２．訂正内容 

訂正箇所 ① 
【訂正前】 

１．18年９月期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 
(2) 連結財政状態                                     （百万円未満切捨て） 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 百万円 百万円 ％ 円 銭 

18年９月中間期 117,508 28,780 22.7 550.73 
17年９月中間期 114,677 28,308 24.7 541.58 

18 年 ３ 月 期 121,395 27,739 22.9 530.78 

 

 

【訂正後】 

１．18年９月期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 
(2) 連結財政状態                                     （百万円未満切捨て） 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 百万円 百万円 ％ 円 銭 

18年９月中間期 117,508 28,780 22.7 509.51 
17年９月中間期 114,677 28,308 24.7 541.58 

18 年 ３ 月 期 121,395 27,739 22.9 530.78 
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訂正箇所 ② 

 【訂正前】 
注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

※２ 下記の資産は、長期借入金7,953
百万円及び一年以内に返済予定の
長期借入金3,777百万円並びに短
期借入金4,827百万円の担保に供
しています。 

※２ 下記の資産は、長期借入金7,029
百万円及び一年以内に返済予定の
長期借入金3,366百万円並びに短
期借入金4,915百万円の担保に供
しています。 

※２ 下記の資産は、長期借入金7,315
百万円及び一年以内に返済予定の
長期借入金3,720百万円並びに短
期借入金3,916百万円の担保に供
しています。 

担保資産 金額(百万円) 

現金預金 33 

建物・構築物 3,565 
(2,506) 

機械・運搬具・ 
工具器具・備品 

398 
(398) 

航空機・装備品 261 

土地 12,970 
(11,587) 

投資有価証券 125 

計 17,354 

  ( )内は、工場財団抵当による借
入金14,491百万円に供されてい
るものの内書きであります。 

担保資産 金額(百万円) 

現金預金 33 

建物・構築物 3,469 
(2,379) 

機械・運搬具・ 
工具器具・備品 

379 
(366) 

航空機・装備品 320 

土地 12,970 
(11,587) 

投資有価証券 129 

計 17,302 

  ( )内は、工場財団抵当による借
入金12,496百万円に供されてい
るものの内書きであります。 

担保資産 金額(百万円) 

現金預金 33 

建物・構築物 3,453 
(2,440) 

機械装置・ 
工具器具・備品 

369 
(369) 

航空機・装備品 246 

土地 12,970 
(11,587) 

投資有価証券 152 

計 17,225 

  ( )内は、工場財団抵当による借
入金10,878百万円に供されてい
るものの内書きであります。 

 

 

【訂正後】 
注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

※２ 下記の資産は、長期借入金7,953
百万円及び一年以内に返済予定の
長期借入金3,777百万円並びに短
期借入金4,827百万円の担保に供
しています。 

※２ 下記の資産は、長期借入金7,029
百万円及び一年以内に返済予定の
長期借入金3,366百万円並びに短
期借入金4,915百万円の担保に供
しています。 

※２ 下記の資産は、長期借入金7,315
百万円及び一年以内に返済予定の
長期借入金3,720百万円並びに短
期借入金3,916百万円の担保に供
しています。 

担保資産 金額(百万円) 

現金預金 33 

建物・構築物 3,565 
(2,506) 

機械・運搬具・ 
工具器具・備品 

398 
(398) 

航空機・装備品 261 

土地 12,970 
(11,587) 

投資有価証券 125 

計 17,354 

  ( )内は、工場財団抵当による借
入金14,491百万円に供されてい
るものの内書きであります。 

担保資産 金額(百万円) 

現金預金 33 

建物・構築物 3,435 
(2,379) 

機械・運搬具・ 
工具器具・備品 

341 
(341) 

航空機・装備品 320 

土地 12,970 
(11,587) 

投資有価証券 129 

計 17,230 

  ( )内は、工場財団抵当による借
入金12,193百万円に供されてい
るものの内書きであります。 

担保資産 金額(百万円) 

現金預金 33 

建物・構築物 3,453 
(2,440) 

機械装置・ 
工具器具・備品 

369 
(369) 

航空機・装備品 246 

土地 12,970 
(11,587) 

投資有価証券 152 

計 17,225 

  ( )内は、工場財団抵当による借
入金10,878百万円に供されてい
るものの内書きであります。 

 
以 上 


