
平成 22年 5月 21日
各      位

会 社 名  東邦化学工業株式会社
代表者名  代表取締役社長  中崎 龍雄
（コード番号  4409   東証第 2 部）
問合せ先  経理部長　井上 豊 
（TEL．   03 － 5550 － 3735   ）

記

【訂正箇所】

（1） 23ページ 注記事項（連結貸借対照表関係）

（2） 45ページ 注記事項（貸借対照表関係）

（訂正）「平成22年3月期　決算短信」の一部訂正について

　平成22年5月13日に公表いたしました「平成22年3月期　決算短信」の記載内容につきまして、下記のとおり訂正

事項が発生しましたのでお知らせいたします。

　なお、訂正箇所は下線　　　　を付して表示しております。
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【訂正箇所（1）23ページ】
 ≪訂正前≫
注記事項

（連結貸借対照表関係）

※１ 有形固定資産に対する減価償却累計額 ※１ 有形固定資産に対する減価償却累計額

20,031 百万円      21,000 百万円

※２ ※２

投資有価証券（株式） 43 百万円 投資有価証券（株式）   11 百万円

※３ 担保資産および担保付債務 ※３ 担保資産および担保付債務

イ　工場財団 イ　工場財団

　　建物及び構築物 4,579 百万円 　　建物及び構築物 6,441 百万円
　　機械装置 2,906 〃 　　機械装置 3,331 〃

　　土地 1,155 〃 　　土地 2,411 〃

　　その他 331 〃 　　その他 313 〃

　　　合計 8,972 〃 　　　合計 12,497 〃

ロ　工場財団以外の有形固定資産 ロ　工場財団以外の有形固定資産

　　建物及び構築物 13 百万円 　　建物及び構築物 12 百万円
　　土地 1,375 〃 　　土地 119 〃

　　　合計 1,389 〃 　　　合計 132 〃

受取手形割引高 2,082 百万円 受取手形割引高 1,828 百万円　４ 　４

前連結会計年度

（平成21年３月31日）

当連結会計年度

（平成22年３月31日）

非連結子会社に対する主な資産は次のとおりでありま
す。

非連結子会社に対する主な資産は次のとおりでありま
す。

　下記の工場財団および有形固定資産をもって長期借入
金7,366百万円（１年内返済予定1,853百万円を含む）お
よび無担保社債3,600百万円（１年内償還予定600百万円
を含む）に係る銀行保証の担保に供しております。

　下記の工場財団および有形固定資産をもって長期借入
金8,112百万円（１年内返済予定2,216百万円を含む）お
よび無担保社債3,600百万円（１年内償還予定300百万円
を含む）に係る銀行保証の担保に供しております。
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 ≪訂正後≫
注記事項

（連結貸借対照表関係）

※１ 有形固定資産に対する減価償却累計額 ※１ 有形固定資産に対する減価償却累計額

20,031 百万円      21,000 百万円

※２ ※２

投資有価証券（株式） 43 百万円 投資有価証券（株式）   11 百万円

※３ 担保資産および担保付債務 ※３ 担保資産および担保付債務

イ　工場財団 イ　工場財団

　　建物及び構築物 4,579 百万円 　　建物及び構築物 6,517 百万円
　　機械装置 2,906 〃 　　機械装置 3,351 〃

　　土地 1,155 〃 　　土地 2,694 〃

　　その他 331 〃 　　その他 315 〃

　　　合計 8,972 〃 　　　合計 12,879 〃

ロ　工場財団以外の有形固定資産 ロ　工場財団以外の有形固定資産

　　建物及び構築物 13 百万円 　　建物及び構築物 195 百万円
　　土地 1,375 〃 　　土地 379 〃

　　　合計 1,389 〃 　　　合計 575 〃

受取手形割引高 2,082 百万円 受取手形割引高 1,828 百万円　４ 　４

前連結会計年度

（平成21年３月31日）

当連結会計年度

（平成22年３月31日）

非連結子会社に対する主な資産は次のとおりでありま
す。

非連結子会社に対する主な資産は次のとおりでありま
す。

　下記の工場財団および有形固定資産をもって長期借入
金7,366百万円（１年内返済予定1,853百万円を含む）お
よび無担保社債3,600百万円（１年内償還予定600百万円
を含む）に係る銀行保証の担保に供しております。

　下記の工場財団および有形固定資産をもって長期借入
金8,112百万円（１年内返済予定2,216百万円を含む）お
よび無担保社債3,600百万円（１年内償還予定300百万円
を含む）に係る銀行保証の担保に供しております。
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【訂正箇所（2）45ページ】
 ≪訂正前≫
注記事項

（貸借対照表関係）

※１ ※１

追浜工場 千葉工場 合計 追浜工場 千葉工場 鹿島工場 合計

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

建物 851 934 1,785 建物 813 891 661 2,366

構築物 1,608 1,033 2,641 構築物 1,500 968 1,458 3,927

機械及び 機械及び

装置 装置

工具、器具
及び備品

176 155 331
工具、器具
及び備品

156 150 6 313

土地 507 531 1,038 土地 507 531 1,256 2,295

合計 4,871 3,600 8,472 合計 4,544 3,403 4,093 12,041

（注）　追浜・千葉工場には研究所を含みます。

ロ　工場財団以外の有形固定資産

  土地（鹿島工場用地） 1,256百万円

※２ ※２

売掛金 33百万円 売掛金 51百万円

買掛金    514  〃 買掛金 541  〃

受取手形割引高 2,082百万円 受取手形割引高

懐集東邦化学有限公司 423百万円 懐集東邦化学有限公司 298百万円

(29百万元）

──────

(22百万元）

　３

　４

　３

　４

銀行借入に対する保証債務

偶発債務

銀行借入に対する保証債務

偶発債務

  区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係
会社に対するものは、次のとおりであります。

1,785百万円

関係会社に係る注記

  区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係
会社に対するものは、次のとおりであります。

関係会社に係る注記

（注）　追浜・千葉工場には研究所を含みます。

1,567 861 710 3,1391,728 945 2,674

担保資産および担保付債務 担保資産および担保付債務

　下記の工場財団および有形固定資産をもって長期借入
金8,001百万円（１年内返済予定2,138百万円を含む）お
よび無担保社債3,600百万円（１年内償還予定300百万円
を含む）に係る銀行保証の担保に供しております。

イ　工場財団 工場財団

　下記の工場財団および有形固定資産をもって長期借入
金7,154百万円（１年内返済予定1,753百万円を含む）お
よび無担保社債3,600百万円（１年内償還予定600百万円
を含む）に係る銀行保証の担保に供しております。

前事業年度

（平成21年３月31日）

当事業年度

（平成22年３月31日）
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 ≪訂正後≫
注記事項

（貸借対照表関係）

※１ ※１

追浜工場 千葉工場 合計 追浜工場 千葉工場 鹿島工場 合計

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

建物 851 934 1,785 建物 842 891 661 2,395

構築物 1,608 1,033 2,641 構築物 1,547 968 1,458 3,974

機械及び 機械及び

装置 装置

工具、器具
及び備品

176 155 331
工具、器具
及び備品

159 150 6 315

土地 507 531 1,038 土地 790 531 1,256 2,578

合計 4,871 3,600 8,472 合計 4,926 3,403 4,093 12,422

（注）　追浜・千葉工場には研究所を含みます。

ロ　工場財団以外の有形固定資産 ロ　工場財団以外の有形固定資産

  土地（鹿島工場用地） 1,256百万円   建物 182百万円

  土地 260  〃

　合計 443  〃

※２ ※２

売掛金 33百万円 売掛金 51百万円

買掛金    514  〃 買掛金 541  〃

受取手形割引高 2,082百万円 受取手形割引高

懐集東邦化学有限公司 423百万円 懐集東邦化学有限公司 298百万円

(29百万元）

前事業年度

（平成21年３月31日）

当事業年度

（平成22年３月31日）

担保資産および担保付債務 担保資産および担保付債務

　下記の工場財団および有形固定資産をもって長期借入
金8,001百万円（１年内返済予定2,138百万円を含む）お
よび無担保社債3,600百万円（１年内償還予定300百万円
を含む）に係る銀行保証の担保に供しております。

イ　工場財団 イ　工場財団

　下記の工場財団および有形固定資産をもって長期借入
金7,154百万円（１年内返済予定1,753百万円を含む）お
よび無担保社債3,600百万円（１年内償還予定600百万円
を含む）に係る銀行保証の担保に供しております。

（注）　追浜・千葉工場には研究所を含みます。

1,587 861 710 3,1591,728 945 2,674

  区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係
会社に対するものは、次のとおりであります。

1,785百万円

関係会社に係る注記

  区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係
会社に対するものは、次のとおりであります。

関係会社に係る注記

(22百万元）

　３

　４

　３

　４

銀行借入に対する保証債務

偶発債務

銀行借入に対する保証債務

偶発債務
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