
 
平成 19 年 12 月 26 日 

 
各      位 

会 社 名  株式会社 オーバル 
代表者名  代表取締役社長 近藤 健二 

（コード番号 7727   東証第二部） 
問合せ先  取締役兼執行役員 

管理部門部長   昨間 英之          
（TEL．03－3360－5061） 

 

(訂正) 過年度提出の決算短信等の一部訂正に関するお知らせ 
 

 

当社が過年度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。

これに伴い、過年度の決算短信等を一部訂正いたしますので、お知らせいたします。なお、訂正箇所

に下線を付しております。 

 

記 
１． 訂正の経緯 
   当社は、昨年度経理システムの入れ替えに伴い全てのデータを新システムへ移行し、旧システム（自

社開発）と新システム（市販会計ソフト）との整合をはかり運用を開始いたしました。その際、圧縮

資産についての認識の違いが判明したため、過年度の決算短信等の一部訂正を行うものであります。 
 
２． 訂正の内容 

(1) 平成 15 年 3 月期 決算短信  （連結・個別）〔平成 15 年 5 月 28 日公表〕 
(2) 平成 16 年 3 月期 決算短信  （連結・個別）〔平成 16 年 5 月 28 日公表〕 
(3) 平成 17 年 3 月期 決算短信  （連結・個別）〔平成 17 年 5 月 25 日公表〕 
(4) 平成 18 年 3 月期 決算短信  （連結・個別）〔平成 18 年 5 月 24 日公表〕 
(5) 平成 17 年 3 月期 中間決算短信（連結・個別）〔平成 16 年 11 月 25 日公表〕 
(6) 平成 18 年 3 月期 中間決算短信（連結・個別）〔平成 17 年 11 月 22 日公表〕 
(7) 平成 19 年 3 月期 中間決算短信（連結・個別）〔平成 18 年 11 月 22 日公表〕 
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（1）平成 15 年 3 月期  決算短信（連結） 

 Ⅳ.連結財務諸表 

 [注記事項] 

P15.（連結貸借対照表関係） 

 

  （訂正前） 

　(千円) 　(千円)

３．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

横浜工場財団

建物及び構築物 89,460 96,845

機械装置及び運搬具 126,193 156,219

土地 4,511,000 4,511,000

本社

土地 658,507  ―　

建物 960,680  ―　

その他

預金 50,000 50,000

合計 6,395,841 4,814,065

担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金 1,575,500 1,612,300

短期借入金 1,336,800 949,800

合計 2,912,300 2,562,100

前連結会計年度末当連結会計年度末

 

 

  （訂正後） 

　(千円) 　(千円)

３．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

横浜工場財団

建物及び構築物 177,856 193,055

機械装置及び運搬具 129,962 160,867

土地 4,511,000 4,511,000

本社

土地 658,507  ―　

建物 960,680  ―　

その他

預金 50,000 50,000

合計 6,488,007 4,914,922

担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金 1,575,500 1,612,300

短期借入金 1,336,800 949,800

合計 2,912,300 2,562,100

前連結会計年度末当連結会計年度末
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平成 15 年 3 月期  個別財務諸表の概要 

 1.財務諸表 

 (注記事項) 

P30. <貸借対照表関係> 

 

  （訂正前） 

(当事業年度) (前事業年度)

(千円) (千円)

６．担保に供している資産 4,814,0656,395,841

 

 
（訂正後） 

(当事業年度) (前事業年度)

(千円) (千円)

６．担保に供している資産 4,914,9226,488,007
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（2）平成 16 年 3 月期  決算短信（連結） 

  Ⅳ.連結財務諸表 

 [注記事項] 

P16.（連結貸借対照表関係） 

 

  （訂正前） 

　(千円) 　(千円)

３．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

横浜工場財団

建物及び構築物 82,702 89,460

機械装置及び運搬具 105,709 126,193

土地 4,511,000 4,511,000

本社

土地 658,507 658,507

建物 908,579 960,680

その他

預金 50,000 50,000

土地 56,648                   ― 

建物 105,845                   ― 

合計 6,478,992 6,395,841

担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金 1,545,350 1,575,500

短期借入金 1,104,240 1,336,800

合計 2,649,590 2,912,300

当連結会計年度末 前連結会計年度末

 
    

（訂正後） 

　(千円) 　(千円)

３．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

横浜工場財団

建物及び構築物 163,984 177,856

機械装置及び運搬具 108,766 129,962

土地 4,511,000 4,511,000

本社

土地 658,507 658,507

建物 908,579 960,680

その他

預金 50,000 50,000

土地 56,648                   ― 

建物 105,845                   ― 

合計 6,563,331 6,488,007

担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金 1,545,350 1,575,500

短期借入金 1,104,240 1,336,800

合計 2,649,590 2,912,300

当連結会計年度末 前連結会計年度末
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平成 16 年 3 月期  個別財務諸表の概要 

 1.財務諸表 

 (注記事項) 

P30. <貸借対照表関係> 

 

  （訂正前） 

当事業年度 前事業年度

(千円) (千円)

５.担保に供している資産 6,395,8416,316,499

 
 

（訂正後） 

当事業年度 前事業年度

(千円) (千円)

５.担保に供している資産 6,488,0076,400,838
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（３）平成 17 年 3 月期  決算短信（連結） 
 Ⅳ.連結財務諸表 

[注記事項] 

P16.（連結貸借対照表関係） 

 

   （訂正前） 

　(千円) 　(千円)

３．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

横浜工場財団

建物及び構築物 76,508 82,702

機械装置及び運搬具 87,129 105,709

土地 4,511,000 4,511,000

本社

土地 658,507 658,507

建物 860,151 908,579

その他

預金 ―　 50,000

土地 56,648 56,648

建物 219,657 105,845

合計 6,469,602 6,478,992

担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金 1,402,219 1,545,350

短期借入金 684,731 1,104,240

合計 2,086,951 2,649,590

当連結会計年度末 前連結会計年度末

 
 
     （訂正後） 

　(千円) 　(千円)

３．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

横浜工場財団

建物及び構築物 151,302 163,984

機械装置及び運搬具 89,881 108,766

土地 4,511,000 4,511,000

本社

土地 658,507 658,507

建物 860,151 908,579

その他

預金 ―　 50,000

土地 56,648 56,648

建物 219,657 105,845

合計 6,547,147 6,563,331

担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金 1,402,219 1,545,350

短期借入金 684,731 1,104,240

合計 2,086,951 2,649,590

当連結会計年度末 前連結会計年度末
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平成 17 年 3 月期  個別財務諸表の概要 

 1.財務諸表 

 (注記事項) 

P31. <貸借対照表関係> 

 

  （訂正前） 

前事業年度

(千円) (千円)

５.担保に供している資産 6,316,4996,193,296

当事業年度

 
 

（訂正後） 

前事業年度

(千円) (千円)

５.担保に供している資産 6,400,8386,270,842

当事業年度
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（４）平成 18 年 3 月期  決算短信（連結） 

  ４.連結財務諸表等 

連結財務諸表 

注記事項 

P19.（連結貸借対照表関係） 

 

   （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） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

横浜工場財団 

建物及び構築物      76,508 千円（期末簿価）

機械装置及び運搬具  87,129 〃   （〃）  

土地          4,511,000 〃   （〃）  

本社 

建物               860,151 〃   （〃）  

土地               658,507 〃   （〃）  

その他 

建物               219,657 〃   （〃）  

土地                56,648 〃   （〃）  

合計            6,469,602 〃   （〃） 

担保付債務は次のとおりであります。 

長期借入金      1,402,219 千円 

短期借入金         684,731 〃  

合計             2,086,951 〃   

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

横浜工場財団 

建物及び構築物      70,775 千円（期末簿価）

機械装置及び運搬具  73,170 〃  （〃）  

土地             4,511,000 〃  （〃）  

本社 

建物               815,226 〃  （〃）  

土地               658,507 〃  （〃）  

その他 

建物               225,262 〃  （〃）  

土地                56,648 〃  （〃）  

合計          6,410,591 〃  （〃）  

担保付債務は次のとおりであります。 

長期借入金       450,288 千円 

短期借入金       1,605,864 〃  

合計             2,056,153 〃   
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 （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） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

横浜工場財団 

建物及び構築物      151,302 千円(期末簿価) 

機械装置及び運搬具   89,881 〃   （〃） 

土地           4,511,000 〃   （〃） 

本社 

建物            860,151 〃   （〃） 

土地            658,507 〃   （〃）  

その他 

建物            219,657 〃   （〃） 

土地             56,648 〃  （〃）  

合計          6,547,147 〃  （〃） 

担保付債務は次のとおりであります。 

長期借入金       1,402,219 千円 

短期借入金        684,731 〃  

合計           2,086,951 〃   

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

横浜工場財団 

建物及び構築物     139,646 千円（期末簿価） 

機械装置及び運搬具  75,821 〃  （〃）  

土地          4,511,000 〃  （〃）  

本社 

建物           815,226 〃  （〃）  

土地           658,507 〃  （〃）  

その他 

建物           225,262 〃  （〃）  

土地            56,648 〃  （〃）  

合計          6,482,111 〃  （〃）  

担保付債務は次のとおりであります。 

長期借入金       450,288 千円 

短期借入金      1,605,864 〃  

合計          2,056,153 〃   
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平成 18 年 3 月期  個別財務諸表の概要 

 ６.財務諸表等 

  財務諸表 

   注記事項 

P46.（貸借対照表関係） 

 

  （訂正前） 

前事業年度 

（平成 17 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 18 年３月 31 日） 

※2 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。

横浜工場財団 

建物                76,508 千円（期末簿価）

機械及び装置    87,129 〃   （〃） 

土地       4,511,000 〃  （〃） 

本社 

建物        860,151 〃  （〃） 

土地        658,507 〃  （〃） 

合計       6,193,296 〃   （〃） 

担保付債務は次のとおりであります。 

長期借入金    1,312,200 千円 

一年内に返済 

の長期借入金    265,600 〃  

短期借入金     400,000 〃  

合計       1,977,800 〃   

※2 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。

横浜工場財団 

建物              70,775 千円（期末簿価） 

機械及び装置      73,170 〃   （〃）  

土地      4,511,000 〃  （〃）  

本社 

建物          815,226 〃  （〃）  

土地       658,507 〃  （〃）  

合計      6,128,680 〃   （〃） 

担保付債務は次のとおりであります。 

長期借入金    345,400 千円 

一年内に返済 

の長期借入金  1,166,800 〃  

短期借入金    400,000 〃  

合計      1,912,200 〃   
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（訂正後） 

 

前事業年度 

（平成 17 年３月 31 日） 

当事業年度 

（平成 18 年３月 31 日） 

※2 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

横浜工場財団 

建物                151,302 千円（期末簿価）

機械及び装置         89,881 〃   （〃）  

土地              4,511,000 〃   （〃）  

本社 

建物                860,151 〃   （〃）  

土地                658,507 〃   （〃）  

合計              6,270,842 〃    （〃） 

担保付債務は次のとおりであります。 

長期借入金        1,312,200 千円  

一年内に返済 

の長期借入金        265,600 〃  

短期借入金          400,000 〃  

合計              1,977,800 〃   

※2 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

横浜工場財団 

建物                139,646 千円（期末簿価）

機械及び装置         75,821 〃   （〃）  

土地              4,511,000 〃   （〃）  

本社 

建物                815,226 〃   （〃）  

土地            658,507 〃   （〃）  

合計              6,200,201 〃  （〃） 

担保付債務は次のとおりであります。 

長期借入金          345,400 千円  

一年内に返済 

の長期借入金     １,166,800 〃  

短期借入金          400,000 〃  

合計              1,912,200 〃   
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（５）平成 17 年 3 月期  中間決算短信（連結） 

  Ⅳ.中間連結財務諸表 

 [注記事項] 

P15.（中間連結貸借対照表関係） 

 

   （訂正前） 

２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

横浜工場財団

建物及び構築物 79,605 86,081 82,702

機械装置及び運搬具 95,020 115,953 105,709

土地 4,511,000 4,511,000 4,511,000

本社

土地 658,507 658,507 658,507

建物 884,365 934,629 908,579

その他

預金             ― 50,000 50,000

土地 56,648 56,648 56,648

建物 99,768 128,951 105,845

合計 6,384,915 6,541,772 6,478,992

担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金 1,186,865 1,692,005 1,545,350

短期借入金 956,640 1,274,355 1,104,240

合計 2,143,505 2,966,360 2,649,590

当中間連結会計期間末 前中間連結会計期間末  前連結会計年度末 

 （千円） （千円） （千円）

 
     （訂正後） 

２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

横浜工場財団

建物及び構築物 157,643 170,920 163,984

機械装置及び運搬具 97,788 119,366 108,766

土地 4,511,000 4,511,000 4,511,000

本社

土地 658,507 658,507 658,507

建物 884,365 934,629 908,579

その他

預金             ― 50,000 50,000

土地 56,648 56,648 56,648

建物 99,768 128,951 105,845

合計 6,465,721 6,630,023 6,563,331

担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金 1,186,865 1,692,005 1,545,350

短期借入金 956,640 1,274,355 1,104,240

合計 2,143,505 2,966,360 2,649,590

当中間連結会計期間末 前中間連結会計期間末  前連結会計年度末 

 （千円）  （千円）  （千円）



 - 13 -

平成 17 年 3 月期  個別中間財務諸表の概要 
 中間財務諸表 

 [注記事項] 

P26. 中間貸借対照表関係 

 

  （訂正前） 

 当中間会計期間末 前中間会計期間末  前事業年度末 

２．担保資産及び担保付債務

6,228,499 6,356,172 6,316,499

2,070,200 2,876,400 2,568,100

 (千円) 

担 保 資 産

担 保 付 債 務

 (千円)  (千円) 

   

（訂正後） 

 当中間会計期間末  前中間会計期間末  前事業年度末 

２．担保資産及び担保付債務

6,309,305 6,444,424 6,400,838

2,070,200 2,876,400 2,568,100

 (千円) 

担 保 資 産

担 保 付 債 務

 (千円)  (千円) 
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（６）平成 18 年 3 月期  中間決算短信（連結） 

 Ⅳ.中間連結財務諸表等 

 [注記事項] 

P22.（中間連結貸借対照表関係） 

 

   （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） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次

のとおりであります。 

横浜工場財団 

建物及び 

構築物   79,605 千円 

機械装置 

及び運搬具 95,020 〃 

土地   4,511,000 〃 

本社 

建物    884,365 〃 

土地    658,507 〃 

その他 

建物    99,768 〃 

土地    56,648 〃 

合計   6,384,915 千円 

担保付債務は次のとおりで

あります。 

長期借入金 1,186,865 千円 

短期借入金 956,640 〃  

合計     2,143,505 千円 

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次

のとおりであります。 

横浜工場財団 

建物及び 

構築物     73,666 千円

機械装置 

及び運搬具 79,485 〃 

土地    4,511,000 〃 

本社 

建物      837,688 〃 

土地      658,507 〃 

その他 

建物      220,394 〃 

土地       56,648 〃 

合計   6,437,391 千円

担保付債務は次のとおりで 

あります。 

長期借入金   364,755 千円

短期借入金  1,597,690 〃 

合計        1,962,446 千円

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次

のとおりであります。 

横浜工場財団 

建物及び 

構築物     76,508 千円

機械装置 

及び運搬具 87,129 〃 

土地    4,511,000 〃 

本社 

建物     860,151 〃 

土地      658,507 〃 

その他 

建物      219,657 〃 

土地       56,648 〃 

合計    6,469,602 千円

担保付債務は次のとおりで 

あります。 

長期借入金  1,402,219 千円

短期借入金    684,731 〃 

合計        2,086,951 千円
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      （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） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次

のとおりであります。 

横浜工場財団 

建物及び 

構築物    157,643 千円

機械装置 

及び運搬具  97,788 〃 

土地     4,511,000 〃 

本社 

建物       884,365 〃 

土地       658,507 〃 

その他 

建物        99,768 〃 

土地       56,648 〃 

合計     6,465,721 千円 

担保付債務は次のとおりで

あります。 

長期借入金 1,186,865 千円 

短期借入金   956,640 〃 

合計       2,143,505 千円 

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は 

次のとおりであります。 

横浜工場財団 

建物及び 

構築物     145,499千円

機械装置 

及び運搬具  82,206 〃

土地     4,511,000 〃

本社 

建物      837,688 〃

土地       658,507 〃

その他 

建物       220,394 〃

土地        56,648  〃

合計     6,511,943千円

担保付債務は次のとおり

であります。 

長期借入金   364,755千円

短期借入金 1,597,690 〃

合計       1,962,446千円

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は

次のとおりであります。 

横浜工場財団 

建物及び 

構築物     151,302千円

機械装置 

及び運搬具  89,881 〃

土地     4,511,000 〃

本社 

建物      860,151 〃

土地       658,507 〃

その他 

建物       219,657 〃

土地        56,648 〃

合計     6,547,147千円

担保付債務は次のとおりで

あります。 

長期借入金 1,402,219千円

短期借入金   684,731 〃

合計       2,086,951千円
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 平成 18 年 3 月期  個別中間財務諸表の概要 

 中間財務諸表 

 注記事項 

P39. 中間貸借対照表関係 

 

  （訂正前） 

 

前中間会計期間末 

（平成 16 年９月 30 日） 

当中間会計期間末 

（平成 17 年９月 30 日） 

前事業年度末 

（平成 17 年３月 31 日） 

※2 担保資産 

横浜工場財団 

建物       79,605 千円 

機械及び 

装置       95,020 〃 

土地    4,511,000 〃 

本社 

建物      884,365 〃 

土地      658,507 〃 

合計    6,228,499 千円 

上記の担保資産に対する 

債務 

長期借入金 1,128,500 千円 

短期借入金   941,700 〃 

合計       2,070,200 千円 

※2 担保資産 

横浜工場財団 

建物       73,666 千円

機械及び 

装置       79,485 〃

土地    4,511,000 〃

本社 

建物      837,688 〃

土地      658,507 〃

合計    6,160,348 千円

上記の担保資産に対する 

債務 

長期借入金   247,800 千円

短期借入金 1,541,300 〃

合計       1,789,100 千円

※2 担保資産 

横浜工場財団 

建物       76,508 千円

機械及び 

装置       87,129 〃

土地    4,511,000 〃

本社 

建物     860,151 〃 

土地      658,507 〃

合計    6,193,296 千円

上記の担保資産に対する 

債務 

長期借入金 1,312,200 千円

短期借入金   665,600 〃

合計       1,977,800 千円
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  （訂正後） 

 

前中間会計期間末 

（平成 16 年９月 30 日） 

当中間会計期間末 

（平成 17 年９月 30 日） 

前事業年度末 

（平成 17 年３月 31 日） 

※2 担保資産 

横浜工場財団 

建物      157,643 千円 

機械及び 

装置       97,788 〃 

土地    4,511,000 〃  

本社 

建物      884,365 〃   

土地      658,507 〃  

合計    6,309,305 千円 

上記の担保資産に対する 

債務 

長期借入金 1,128,500 千円 

短期借入金   941,700 〃  

合計       2,070,200 千円 

※2 担保資産 

横浜工場財団 

建物      145,499 千円

機械及び 

装置       82,206 〃 

土地    4,511,000 〃 

本社 

建物     837,688 〃 

土地      658,507 〃 

合計    6,234,901 千円

上記の担保資産に対する 

債務 

長期借入金   247,800 千円

短期借入金 1,541,300 〃 

合計       1,789,100 千円

※2 担保資産 

横浜工場財団 

建物      151,302 千円

機械及び 

装置       89,881 〃 

土地    4,511,000 〃 

本社 

建物      860,151 〃 

土地      658,507 〃 

合計    6,270,842 千円

上記の担保資産に対する 

債務 

長期借入金 1,312,200 千円

短期借入金   665,600 〃 

合計       1,977,800 千円
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（７）平成 19 年 3 月期  中間決算短信（連結） 

 Ⅳ.中間連結財務諸表等 

中間連結財務諸表 

注記事項 

P25.（中間連結貸借対照表関係） 

 

   （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） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は

次のとおりであります。 

横浜工場財団 

建物及び 

構築物     73,666 千円 

機械装置 

及び運搬具 79,485 〃 

土地    4,511,000 〃  

本社 

建物      837,688 〃  

土地      658,507 〃  

その他 

建物      220,394 〃 

土地       56,648 〃  

合計    6,437,391 千円 

担保付債務は次のとおりで 

あります。 

長期借入金    364,755 千円 

短期借入金  1,597,690 〃  

合計        1,962,446 千円 

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は

次のとおりであります。

横浜工場財団 

建物及び 

構築物     68,148千円

機械装置 

及び運搬具 65,322 〃

土地    4,511,000 〃

本社 

建物      794,386 〃

土地      658,507 〃

その他 

建物      224,080 〃

土地      56,648 〃

合計    6,378,093千円

担保付債務は次のとおりで

あります。 

長期借入金    367,323千円

短期借入金    597,050 〃

合計        964,373千円

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は

次のとおりであります。

横浜工場財団 

建物及び 

構築物     70,775千円

械装置 

及び運搬具 73,170 〃 

土地    4,511,000 〃 

本社 

建物     815,226 〃 

土地      658,507 〃 

その他 

建物      225,262 〃 

土地       56,648 〃 

合計    6,410,591千円

担保付債務は次のとおりで

あります。 

長期借入金    450,288千円

短期借入金  1,605,864 〃 

合計        2,056,153千円
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   （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） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は

次のとおりであります。 

横浜工場財団 

建物及び 

構築物    145,499 千円 

機械装置 

及び運搬具 82,206 〃 

土地    4,511,000 〃 

本社 

建物     837,688 〃 

土地      658,507 〃 

その他 

建物      220,394 〃 

土地      56,648 〃 

合計    6,511,943 千円 

担保付債務は次のとおりで 

あります。 

長期借入金    364,755 千円 

短期借入金  1,597,690 〃  

合計        1,962,446 千円 

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は

次のとおりであります。

横浜工場財団 

建物及び 

構築物    134,311千円

機械装置 

及び運搬具 67,945 〃 

土地    4,511,000 〃 

本社 

建物     794,386 〃 

土地      658,507 〃 

その他 

建物      224,080 〃 

土地       56,648 〃 

合計    6,446,878千円

担保付債務は次のとおりで

あります。 

長期借入金   367,323千円

短期借入金   597,050 〃 

合計         964,373千円

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は

次のとおりであります。

横浜工場財団 

建物及び 

構築物    139,646千円

機械装置 

及び運搬具 75,821 〃 

土地    4,511,000 〃 

本社 

建物      815,226 〃 

土地      658,507 〃 

その他 

建物      225,262 〃 

土地       56,648 〃 

合計    6,482,111千円

担保付債務は次のとおりで

あります。 

長期借入金   450,288千円

短期借入金 1,605,864 〃 

合計       2,056,153千円
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平成 19 年 3 月期  個別中間財務諸表の概要 

 Ⅵ.中間財務諸表等 

  中間財務諸表 

 注記事項 

P46.（中間貸借対照表関係） 

 

  （訂正前） 

 

前中間会計期間末 

（平成 17 年９月 30 日） 

当中間会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日） 

前事業年度末 

（平成 18 年３月 31 日） 

※2 担保資産 

横浜工場財団 

建物       73,666 千円 

機械及び 

装置       79,485 〃 

土地    4,511,000 〃  

本社 

建物      837,688 〃  

土地      658,507 〃  

合計    6,160,348 千円 

上記の担保資産に対する債務 

長期借入金    247,800 千円 

短期借入金  1,541,300 〃  

合計        1,789,100 千円 

※2 担保資産 

横浜工場財団 

建物      68,148 千円

機械及び 

装置      65,322 〃 

土地   4,511,000 〃 

本社 

建物    794,386 〃 

土地     658,507 〃 

合計   6,097,364 千円 

上記の担保資産に対する債務

長期借入金   277,000 千円

短期借入金   550,800 〃 

合計         827,800 千円

※2 担保資産 

横浜工場財団 

建物       70,775千円

機械及び 

装置       73,170 〃 

土地    4,511,000 〃 

本社 

建物      815,226 〃 

土地      658,507 〃 

合計    6,128,680千円

上記の担保資産に対する債務

長期借入金    345,400千円

短期借入金  1,566,800 〃 

合計        1,912,200千円
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(訂正後) 

 

前中間会計期間末 

（平成 17 年９月 30 日） 

当中間会計期間末 

（平成 18 年９月 30 日） 

前事業年度末 

（平成 18 年３月 31 日） 

※2 担保資産 

横浜工場財団 

建物      145,499 千円 

機械及び 

装置    82,206 〃 

土地    4,511,000 〃  

本社 

建物     837,688 〃  

土地      658,507 〃  

合計    6,234,901 千円 

上記の担保資産に対する債務 

長期借入金   247,800 千円 

短期借入金 1,541,300 〃  

合計       1,789,100 千円 

※2 担保資産 

横浜工場財団 

建物     134,311 千円

機械及び 

装置     67,945 〃 

土地   4,511,000 〃 

本社 

建物     794,386 〃 

土地     658,507 〃 

合計   6,166,150 千円 

上記の担保資産に対する債務

長期借入金   277,000 千円

短期借入金   550,800 〃 

合計         827,800 千円

※2 担保資産 

横浜工場財団 

建物     139,646 千円

機械及び 

装置      75,821 〃 

土地   4,511,000 〃 

本社 

建物    815,226 〃 

土地     658,507 〃 

合計   6,200,201 千円 

上記の担保資産に対する債務

長期借入金   345,400 千円

短期借入金 1,566,800 〃 

合計       1,912,200 千円

 

 


