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平成１９年１２月２０日 

 

各  位 

 

会 社 名 株 式 会 社 滝 澤 鉄 工 所 

代 表 者 名 代表取締役社長  近 藤 安 正 

（コード番号 6 1 2 1 東証第二部） 

      （URL  http://www.takisawa.co.jp） 

問 合 せ 先 管理部長     岸 弘 之 

      （TEL． 0 8 6 － 2 9 3 － 6 1 1 1） 

 

(訂正) 決算短信等の一部訂正に関するお知らせ 
 

 以下の決算短信等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。 

「平成20年３月期 中間決算短信」 （平成19年11月13日発表） 

「平成19年３月期 決算短信」 （平成19年５月14日発表） 

「平成19年３月期 中間決算短信(連結)」 （平成18年11月14日発表） 

「平成18年３月期 決算短信(連結)」 （平成18年５月19日発表） 

「平成18年３月期 中間決算短信(連結)」 （平成17年11月24日発表） 

 

記 

 

[訂正箇所] 

  訂正箇所は    を付して表示しております。 
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「平成20年３月期 中間決算短信」 23ページ 

  ４．中間連結財務諸表  

   （８） 中間連結財務諸表に関する注記事項 

(訂正前) 

前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 

(平成19年３月31日) 

※３ 担保に提供している資産 

(1) 工場財団 

建物及び 

構築物 
769,324千円

機械装置及び 

運搬具 
116,058千円

土地 1,601,280千円

  計 2,486,663千円

(2) その他 

定期預金 57,298千円

受取手形 70,800千円

建物及び 

構築物 
297,330千円

土地 589,399千円

  計 1,014,829千円

 上記(1)(2)に対応する債務額 

短期借入金 177,000千円

１年以内返済予 

定の長期借入金 
600,000千円

長期借入金 1,477,000千円

  計 2,254,000千円

 上記の他、信用状及び輸入貨物に

関する営業税の担保として自己振出

の手形117,821千円を差し入れてお

ります。 

※３ 担保に提供している資産 

(1) 工場財団 

建物及び 

構築物 
720,506千円

機械装置及び 

運搬具 
65,982千円

土地 1,601,280千円

  計 2,387,769千円

(2) その他 

定期預金 45,000千円

受取手形 75,000千円

建物及び 

構築物 
274,346千円

土地 621,946千円

  計 1,016,293千円

 上記(1)(2)に対応する債務額 

短期借入金 150,000千円

１年以内返済予

定の長期借入金
687,500千円

長期借入金 800,000千円

  計 1,637,500千円

 上記の他、信用状及び輸入貨物に

関する営業税の担保として自己振出

の手形11,250千円を差し入れており

ます。 

※３ 担保に提供している資産 

(1) 工場財団 

建物及び 

構築物 
740,354千円

機械装置及び 

運搬具 
90,545千円

土地 1,601,280千円

  計 2,432,180千円

(2) その他 

定期預金 43,800千円

受取手形 73,000千円

建物及び 

構築物 
286,659千円

土地 606,447千円

  計 1,009,907千円

 上記に対応する債務額 

短期借入金 657,000千円

１年以内返済予 

定の長期借入金 782,500千円

長期借入金 1,000,000千円

  計 2,439,500千円

 上記の他、信用状及び輸入貨物に

関する営業税の担保として自己振出

の手形10,950千円を差し入れており

ます。 

(訂正後) 

前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 

(平成19年３月31日) 

※３ 担保に提供している資産 

(1) 工場財団 

建物及び 

構築物 
769,324千円

機械装置及び 

運搬具 
116,058千円

土地 1,375,821千円

  計 2,261,204千円

(2) その他 

定期預金 57,298千円

受取手形 70,800千円

建物及び 

構築物 
297,330千円

土地 602,832千円

  計 1,028,261千円

 上記(1)(2)に対応する債務額 

短期借入金 177,000千円

１年以内返済予 

定の長期借入金 
600,000千円

長期借入金 1,477,000千円

  計 2,254,000千円

 上記の他、信用状及び輸入貨物に

関する営業税の担保として自己振出

の手形117,821千円を差し入れてお

ります。 

※３ 担保に提供している資産 

(1) 工場財団 

建物及び 

構築物 
720,506千円

機械装置及び 

運搬具 
65,982千円

土地 1,375,821千円

  計 2,162,310千円

(2) その他 

定期預金 45,000千円

受取手形 75,000千円

建物及び 

構築物 
274,346千円

土地 635,378千円

  計 1,029,725千円

 上記(1)(2)に対応する債務額 

短期借入金 150,000千円

１年以内返済予

定の長期借入金
687,500千円

長期借入金 800,000千円

  計 1,637,500千円

 上記の他、信用状及び輸入貨物に

関する営業税の担保として自己振出

の手形11,250千円を差し入れており

ます。 

※３ 担保に提供している資産 

(1) 工場財団 

建物及び 

構築物 
740,354千円

機械装置及び 

運搬具 
90,545千円

土地 1,375,821千円

  計 2,206,721千円

(2) その他 

定期預金 43,800千円

受取手形 73,000千円

建物及び 

構築物 
286,659千円

土地 619,880千円

  計 1,023,339千円

 上記に対応する債務額 

短期借入金 657,000千円

１年以内返済予 

定の長期借入金 782,500千円

長期借入金 1,000,000千円

  計 2,439,500千円

 上記の他、信用状及び輸入貨物に

関する営業税の担保として自己振出

の手形10,950千円を差し入れており

ます。 
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  ４．連結財務諸表等  

   （９） 連結財務諸表に関する注記事項 

(訂正前) 

前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

※４ 担保に提供している資産 

(1) 工場財団 

建物及び構築物 781,325千円

機械装置及び運搬具 149,265千円

土地 1,601,280千円

計 2,531,871千円

(2) その他 

定期預金 58,251千円

受取手形 72,000千円

建物及び構築物 321,916千円

土地 598,698千円

計 1,050,867千円

 上記に対応する債務額 

短期借入金 634,910千円

1年以内返済予定の 

長期借入金 600,000千円

長期借入金 1,780,000千円

計 3,014,910千円

 

上記の他、信用状及び輸入貨物に関する営業税の担保と

して自己振出の手形28,490千円を差入れている。 

※４ 担保に提供している資産 

(1) 工場財団 

建物及び構築物 740,354千円

機械装置及び運搬具 90,545千円

土地 1,601,280千円

計 2,432,180千円

(2) その他 

定期預金 43,800千円

受取手形 73,000千円

建物及び構築物 286,659千円

土地 606,447千円

計 1,009,907千円

 上記に対応する債務額 

短期借入金 657,000千円

1年以内返済予定の 

長期借入金 782,500千円

長期借入金 1,000,000千円

計 2,439,500千円

 

上記の他、信用状及び輸入貨物に関する営業税の担保と

して自己振出の手形10,950千円を差入れている。 

（訂正後） 

前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

※４ 担保に提供している資産 

(1) 工場財団 

建物及び構築物 781,325千円

機械装置及び運搬具 149,265千円

土地 1,375,821千円

計 2,306,411千円

(2) その他 

定期預金 58,251千円

受取手形 72,000千円

建物及び構築物 321,916千円

土地 612,131千円

計 1,064,299千円

 上記に対応する債務額 

短期借入金 634,910千円

1年以内返済予定の 

長期借入金 600,000千円

長期借入金 1,780,000千円

計 3,014,910千円

 

上記の他、信用状及び輸入貨物に関する営業税の担保と

して自己振出の手形28,490千円を差入れている。 

※４ 担保に提供している資産 

(1) 工場財団 

建物及び構築物 740,354千円

機械装置及び運搬具 90,545千円

土地 1,375,821千円

計 2,206,721千円

(2) その他 

定期預金 43,800千円

受取手形 73,000千円

建物及び構築物 286,659千円

土地 619,880千円

計 1,023,339千円

 上記に対応する債務額 

短期借入金 657,000千円

1年以内返済予定の 

長期借入金 782,500千円

長期借入金 1,000,000千円

計 2,439,500千円

 

上記の他、信用状及び輸入貨物に関する営業税の担保と

して自己振出の手形10,950千円を差入れている。 
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  ４．中間連結財務諸表等  

   注記事項 
（訂正前） 

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) 

※３ 担保に提供している資産 

(1) 工場財団 

建物及び 

構築物 
783,565千円

機械装置及び 

運搬具 
157,056千円

土地 1,397,130千円

  計 2,337,752千円

(2) その他 

定期預金 74,119千円

受取手形 80,500千円

建物及び 

構築物 
349,837千円

土地 787,350千円

  計 1,291,807千円

 上記(1)(2)に対応する債務額 

短期借入金 140,000千円

１年以内返済予 

定の長期借入金 
150,000千円

長期借入金 2,763,054千円

  計 3,053,054千円

 上記の他、信用状及び輸入貨物に

関する営業税の担保として自己振出

の手形15,585千円を差し入れており

ます。 

※３ 担保に提供している資産 

(1) 工場財団 

建物及び 

構築物 
769,324千円

機械装置及び 

運搬具 
116,058千円

土地 1,601,280千円

  計 2,486,663千円

(2) その他 

定期預金 57,298千円

受取手形 70,800千円

建物及び 

構築物 
297,330千円

土地 589,399千円

  計 1,014,829千円

 上記(1)(2)に対応する債務額 

短期借入金 177,000千円

１年以内返済予

定の長期借入金
600,000千円

長期借入金 1,477,000千円

  計 2,254,000千円

 上記の他、信用状及び輸入貨物に

関する営業税の担保として自己振出

の手形117,821千円を差し入れてお

ります。 

※３ 担保に提供している資産 

(1) 工場財団 

建物及び 

構築物 
781,325千円

機械装置及び 

運搬具 
149,265千円

土地 1,601,280千円

  計 2,531,871千円

(2) その他 

定期預金 58,251千円

受取手形 72,000千円

建物及び 

構築物 
321,916千円

土地 598,698千円

  計 1,050,867千円

 上記(1)(2)に対応する債務額 

短期借入金 634,910千円

１年以内返済予 

定の長期借入金 
600,000千円

長期借入金 1,780,000千円

  計 3,014,910千円

 上記の他、信用状及び輸入貨物に

関する営業税の担保として自己振出

の手形28,490千円を差し入れており

ます。 

（訂正後） 

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) 

※３ 担保に提供している資産 

(1) 工場財団 

建物及び 

構築物 
783,565千円

機械装置及び 

運搬具 
157,056千円

土地 1,197,540千円

  計 2,138,162千円

(2) その他 

定期預金 74,119千円

受取手形 80,500千円

建物及び 

構築物 
349,837千円

土地 774,913千円

  計 1,279,370千円

 上記(1)(2)に対応する債務額 

短期借入金 140,000千円

１年以内返済予 

定の長期借入金 
150,000千円

長期借入金 2,763,054千円

  計 3,053,054千円

 上記の他、信用状及び輸入貨物に

関する営業税の担保として自己振出

の手形15,585千円を差し入れており

ます。 

※３ 担保に提供している資産 

(1) 工場財団 

建物及び 

構築物 
769,324千円

機械装置及び 

運搬具 
116,058千円

土地 1,375,821千円

  計 2,261,204千円

(2) その他 

定期預金 57,298千円

受取手形 70,800千円

建物及び 

構築物 
297,330千円

土地 602,832千円

  計 1,028,261千円

 上記(1)(2)に対応する債務額 

短期借入金 177,000千円

１年以内返済予

定の長期借入金
600,000千円

長期借入金 1,477,000千円

  計 2,254,000千円

 上記の他、信用状及び輸入貨物に

関する営業税の担保として自己振出

の手形117,821千円を差し入れてお

ります。 

※３ 担保に提供している資産 

(1) 工場財団 

建物及び 

構築物 
781,325千円

機械装置及び 

運搬具 
149,265千円

土地 1,375,821千円

  計 2,306,411千円

(2) その他 

定期預金 58,251千円

受取手形 72,000千円

建物及び 

構築物 
321,916千円

土地 612,131千円

  計 1,064,299千円

 上記(1)(2)に対応する債務額 

短期借入金 634,910千円

１年以内返済予 

定の長期借入金 
600,000千円

長期借入金 1,780,000千円

  計 3,014,910千円

 上記の他、信用状及び輸入貨物に

関する営業税の担保として自己振出

の手形28,490千円を差し入れており

ます。 
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  ４．連結財務諸表等  

   注記事項 
（訂正前） 

前連結会計年度 

(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

 
※４ 担保に提供している資産 

定期預金 67,071千円

建物及び構築物 324,458千円

受取手形 65,200千円

土地 505,247千円

計 961,976千円

 上記に対応する債務額 

短期借入金 700,900千円

1年以内返済予定の 

長期借入金 26,080千円

長期借入金 178,214千円

計 905,194千円

 上記の他、信用状及び輸入貨物に関する営業税の担保

として自己振出の手形691,576千円を差入れている。 

※４ 担保に提供している資産 

⑴ 工場財団 

建物及び構築物 781,325千円

機械装置及び運搬具 149,265千円

土地 1,601,280千円

計 2,531,871千円

⑵ その他 

定期預金 58,251千円

受取手形 72,000千円

建物及び構築物 321,916千円

土地 598,698千円

計 1,050,867千円

 上記に対応する債務額 

短期借入金 634,910千円

1年以内返済予定の 

長期借入金 600,000千円

長期借入金 1,780,000千円

計 3,014,910千円

 

上記の他、信用状及び輸入貨物に関する営業税の担保と

して自己振出の手形28,490千円を差入れている。 
 

（訂正後） 

前連結会計年度 

(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

 
※４ 担保に提供している資産 

定期預金 67,071千円

建物及び構築物 324,458千円

受取手形 65,200千円

土地 505,247千円

計 961,976千円

 上記に対応する債務額 

短期借入金 700,900千円

1年以内返済予定の 

長期借入金 26,080千円

長期借入金 178,214千円

計 905,194千円

 上記の他、信用状及び輸入貨物に関する営業税の担保

として自己振出の手形691,576千円を差入れている。 

※４ 担保に提供している資産 

⑴ 工場財団 

建物及び構築物 781,325千円

機械装置及び運搬具 149,265千円

土地 1,375,821千円

計 2,306,411千円

⑵ その他 

定期預金 58,251千円

受取手形 72,000千円

建物及び構築物 321,916千円

土地 612,131千円

計 1,064,299千円

 上記に対応する債務額 

短期借入金 634,910千円

1年以内返済予定の 

長期借入金 600,000千円

長期借入金 1,780,000千円

計 3,014,910千円

 

上記の他、信用状及び輸入貨物に関する営業税の担保と

して自己振出の手形28,490千円を差入れている。 
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  ４．中間連結財務諸表等  

   注記事項 
（訂正前） 

前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 

(平成17年３月31日) 

※３ 担保に提供している資産 

定期預金 68,537千円

受取手形 12,920千円

建物及び 

構築物 
338,975千円

土地 500,598千円

  計 921,031千円

 上記に対応する債務額 

短期借入金 419,851千円

長期借入金 279,931千円

  計 699,782千円

 上記の他、信用状及び輸入貨物に

関する営業上の担保として自己振出

の手形224,607千円を差入れている。 

※３ 担保に提供している資産 

(1) 工場財団 

建物及び 

構築物 
783,565千円

機械装置及び 

運搬具 
157,056千円

土地 1,397,130千円

  計 2,337,752千円

(2) その他 

定期預金 74,119千円

受取手形 80,500千円

建物及び 

構築物 
349,837千円

土地 787,350千円

  計 1,291,807千円

 上記(1)(2)に対応する債務額 

短期借入金 140,000千円

１年以内返済予

定の長期借入金
150,000千円

長期借入金 2,763,054千円

  計 3,053,054千円

 上記の他、信用状及び輸入貨物に

関する営業上の担保として自己振出

の手形15,585千円を差入れている。

※３ 担保に提供している資産 

定期預金 67,071千円

建物及び 

構築物 
324,458千円

受取手形 65,200千円

土地 505,247千円

  計 961,976千円

 上記に対応する債務額 

短期借入金 700,900千円

１年以内返済予 

定の長期借入金 
26,080千円

長期借入金 178,214千円

  計 905,194千円

 上記の他、信用状及び輸入貨物に

関する営業上の担保として自己振出

の手形691,576千円を差入れている。

（訂正後） 

前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 

(平成17年３月31日) 

※３ 担保に提供している資産 

定期預金 68,537千円

受取手形 12,920千円

建物及び 

構築物 
338,975千円

土地 500,598千円

  計 921,031千円

 上記に対応する債務額 

短期借入金 419,851千円

長期借入金 279,931千円

  計 699,782千円

 上記の他、信用状及び輸入貨物に

関する営業上の担保として自己振出

の手形224,607千円を差入れている。 

※３ 担保に提供している資産 

(1) 工場財団 

建物及び 

構築物 
783,565千円

機械装置及び 

運搬具 
157,056千円

土地 1,197,540千円

  計 2,138,162千円

(2) その他 

定期預金 74,119千円

受取手形 80,500千円

建物及び 

構築物 
349,837千円

土地 774,913千円

  計 1,279,370千円

 上記(1)(2)に対応する債務額 

短期借入金 140,000千円

１年以内返済予

定の長期借入金
150,000千円

長期借入金 2,763,054千円

  計 3,053,054千円

 上記の他、信用状及び輸入貨物に

関する営業上の担保として自己振出

の手形15,585千円を差入れている。

※３ 担保に提供している資産 

定期預金 67,071千円

建物及び 

構築物 
324,458千円

受取手形 65,200千円

土地 505,247千円

  計 961,976千円

 上記に対応する債務額 

短期借入金 700,900千円

１年以内返済予 

定の長期借入金 
26,080千円

長期借入金 178,214千円

  計 905,194千円

 上記の他、信用状及び輸入貨物に

関する営業上の担保として自己振出

の手形691,576千円を差入れている。

以上 


