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平成 19 年 12 月 27 日 

各 位 

 
会 社 名 三 菱 電 線 工 業 株 式 会 社 

代 表 者 名 取締役社長 五十嵐 壽彦 

(コード：5804 東証第一部) 

問合せ先 経 理 部 長 斎当 隆明 

(ＴＥＬ  03－3216－1550) 

 

（訂正）「平成 19 年３月期決算短信」、「平成 19 年３月期中間決算短信」、「平成 18 年３月

期決算短信」、「平成 18 年３月期中間決算短信」、及び「平成 17 年３月期決算短信」の一部

訂正について 
 
  過年度の決算短信に一部誤りがありましたので、下記の通り訂正いたします。 

 なお、当訂正による過年度損益への影響はありません。 

 
記 

 
１【訂正を行う決算短信及び中間決算短信】 

平成 19 年３月期決算短信 

平成 19 年３月期中間決算短信 

平成 18 年３月期決算短信 

平成 18 年３月期中間決算短信 

平成 17 年３月期決算短信 

 

２【訂正事項】 

連結貸借対照表に関する注記事項及び中間連結貸借対照表に関する注記事項 

 

３【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 19 年３月期決算短信】１６ページ 

連結貸借対照表に関する注記事項 

当連結会計年度末（平成 19 年３月 31 日現在） 

訂正前 訂正後 

２．担保に供している資産並びに担保付債務 ２．担保に供している資産並びに担保付債務 
 

担保資産   

土地 9,788百万円

合計 30,403百万円
  

 
担保資産   

土地 9,020百万円

合計 29,635百万円
  

３．保証債務 ３．保証債務 

(2）㈱エクシムが受注している工事請負契約等に対

して金融機関が発行する契約履行保証状等に関

し、保証を行っている。 

        6,802百万円 

   （内、実質保証額 3,824百万円） 

 うち外貨建保証債務 

(2）㈱エクシムが受注している工事請負契約等に対

して金融機関が発行する契約履行保証状等に関

し、保証を行っている。 

        3,398百万円 

   （内、実質保証額 1,359百万円） 

うち外貨建保証債務 

(15,685千 ＵＡＥディルハム） 

(5,397千 ＵＳドル） 

(24,514千 タイ・バーツ） 

(682千 クウェート・ディナール）

(152,803千 カタール・リアル 

内、実質保証額 

61,121千 カタール・リアル) 
 

(16,007千ＵＡＥディルハム） 

(10,412千ＵＳドル） 

(30,643千タイ・バーツ） 

(85千クウェート・ディナール）

(31,241千カタール・リアル） 

 なお、上記の他、㈱エクシムの親会社との契約に

より、同社により再保証を受けている金融機関が

保証を履行した場合には1,282百万円を当社が負

担することとなっている。 

前連結会計年度末（平成 18 年３月 31 日現在） 

訂正前 訂正後 

２．担保に供している資産並びに担保付債務 ２．担保に供している資産並びに担保付債務 
 

担保資産   

土地 9,797百万円

合計 34,382百万円
  

 
担保資産   

土地 9,029百万円  

合計 33,614百万円
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【平成 19 年３月期中間決算短信】１６ページ 

中間連結貸借対照表に関する注記事項 

当中間連結会計期間末（平成 18 年９月 30 日現在） 

訂正前 訂正後 

２．担保に供している資産並びに担保付債務 ２．担保に供している資産並びに担保付債務 
 

担保資産   

土地 9,797百万円

合計 32,061百万円
  

 
担保資産   

土地 9,029百万円

合計 31,292百万円
  

前中間連結会計期間末（平成 17 年９月 30 日現在） 

訂正前 訂正後 

２．担保に供している資産並びに担保付債務 ２．担保に供している資産並びに担保付債務 
 

担保資産   

土地 8,272百万円

合計 27,073百万円
  

 
担保資産   

土地 7,504百万円  

合計 26,305百万円
  

前連結会計年度末（平成 18 年３月 31 日現在） 

訂正前 訂正後 

２．担保に供している資産並びに担保付債務 ２．担保に供している資産並びに担保付債務 
 

担保資産   

土地 9,797百万円

合計 34,382百万円
  

 
担保資産   

土地 9,029百万円  

合計 33,614百万円
    

 

【平成 18 年３月期決算短信】１５ページ 

連結貸借対照表に関する注記事項 

当連結会計年度末（平成 18 年３月 31 日現在） 

訂正前 訂正後 

２．担保に供している資産並びに担保付債務 ２．担保に供している資産並びに担保付債務 
 

担保資産   

土地 9,797百万円

合計 34,382百万円
  

 
担保資産   

土地 9,029百万円  

合計 33,614百万円
    

前連結会計年度末（平成 17 年３月 31 日現在） 

訂正前 訂正後 

２．担保に供している資産並びに担保付債務 ２．担保に供している資産並びに担保付債務 
 

担保資産   

土地 8,968百万円

合計 25,750百万円
  

 
担保資産   

土地 8,200百万円  

合計 24,982百万円
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【平成 18 年３月期中間決算短信】１５ページ 

中間連結貸借対照表に関する注記事項 

当中間連結会計期間末（平成 17 年９月 30 日現在） 

訂正前 訂正後 

２．担保に供している資産並びに担保付債務 ２．担保に供している資産並びに担保付債務 
 

担保資産   

土地 8,272百万円

合計 27,073百万円
  

 
担保資産   

土地 7,504百万円  

合計 26,305百万円
  

前中間連結会計期間末（平成 16 年９月 30 日現在） 

訂正前 訂正後 

２．担保に供している資産並びに担保付債務 ２．担保に供している資産並びに担保付債務 
 

担保資産   

土地 9,254百万円

合計 30,284百万円
  

 
担保資産   

土地 8,563百万円  

合計 29,593百万円
  

当連結会計年度末（平成 17 年３月 31 日現在） 

訂正前 訂正後 

２．担保に供している資産並びに担保付債務 ２．担保に供している資産並びに担保付債務 
 

担保資産   

土地 8,968百万円

合計 25,750百万円
  

 
担保資産   

土地 8,200百万円  

合計 24,982百万円
  

 

【平成 17 年３月期決算短信】１５ページ 

連結貸借対照表に関する注記事項 

当連結会計年度末（平成 17 年３月 31 日現在） 

訂正前 訂正後 

２．担保に供している資産並びに担保付債務 ２．担保に供している資産並びに担保付債務 
 

担保資産   

土地 8,968百万円

合計 25,750百万円
  

 
担保資産   

土地 8,200百万円  

合計 24,982百万円
    

前連結会計年度末（平成 16 年３月 31 日現在） 

訂正前 訂正後 

２．担保に供している資産並びに担保付債務 ２．担保に供している資産並びに担保付債務 
 

担保資産   

土地 9,477百万円

合計 30,623百万円
  

 
担保資産   

土地 8,786百万円  

合計 29,932百万円
  

 

【平成 17 年３月期中間決算短信】及び【平成 16 年３月期決算短信】における該当部分の記載はありません。 

 

以上 




