
【表紙】 

  

 （注） 上記のうち、東京支店は証券取引法の規定による備置場所ではありませんが、投資者の便宜のため備え置きます。 

  

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書 

【根拠条文】 証券取引法第24条の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成17年12月21日 

【事業年度】 第99期（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

【会社名】 コスモ石油株式会社 

【英訳名】 COSMO OIL COMPANY, LIMITED 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  木村 彌一 

【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦一丁目１番１号 

【電話番号】 03（3798）3241 （代表） 

【事務連絡者氏名】 経理部長  飛永 晶彦 

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦一丁目１番１号 

【電話番号】 03（3798）3241 （代表） 

【事務連絡者氏名】 経理部長  飛永 晶彦 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） 

株式会社名古屋証券取引所 

（名古屋市中区栄三丁目３番17号） 

コスモ石油㈱東京支店 

（東京都中央区八重洲二丁目４番１号） 

コスモ石油㈱大阪支店 

（大阪市中央区南本町一丁目７番15号） 

コスモ石油㈱名古屋支店 

（名古屋市中区錦一丁目３番７号） 



１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成17年６月29日付をもって提出致しました第99期（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）有価証券報告書の記載事

項につき、一部訂正を要する箇所がありましたので、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第５ 経理の状況 

１ 連結財務諸表等 

(1）連結財務諸表 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

２ 財務諸表等 

(1）財務諸表 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

  

３【訂正箇所】 

   罫の箇所は訂正部分を示します。 

  



第一部【企業情報】 

  

第５【経理の状況】 

  

１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

  （訂正前） 

  

  （訂正後） 

  

項目 
前連結会計年度
平成16年３月31日 

当連結会計年度 
平成17年３月31日 

（注）５ 担保資産 (イ）工場財団 (イ）工場財団 

  
  
  （百万円）

（担保資産）   

  土地 247,341 

  建物及び構築物 32,229 

  機械装置及び運搬具他 34,576 

  簿価計 314,148 

（担保付債務）   

長期借入金 196,251 

  （百万円）

（担保資産）   

  土地 252,413 

  建物及び構築物 32,946 

  機械装置及び運搬具他 53,902 

  簿価計 339,261 

（担保付債務）   

長期借入金 167,077 

   長期借入金には１年内返済予定額

を含んでおります。 

 長期借入金には１年内返済予定額

を含んでおります。 

  ＜略＞ ＜略＞ 

項目 
前連結会計年度
平成16年３月31日 

当連結会計年度 
平成17年３月31日 

（注）５ 担保資産 (イ）工場財団 (イ）工場財団 

   下記の有形固定資産について、抵

当権及び根抵当権を設定しておりま

す。 

 下記の有形固定資産について、抵

当権及び根抵当権を設定しておりま

す。 

  
  
  （百万円）

（担保資産）   

  土地 247,341 

  建物及び構築物 32,229 

  機械装置及び運搬具他 34,576 

  簿価計 314,148 

（担保付債務）   

抵当権に係るもの   

長期借入金 196,251 

  （百万円）

（担保資産）   

  土地 252,413 

  建物及び構築物 32,946 

  機械装置及び運搬具他 53,902 

  簿価計 339,261 

（担保付債務）   

抵当権に係るもの   

長期借入金 167,077 

   長期借入金には１年内返済予定額

を含んでおります。 

 長期借入金には１年内返済予定額

を含んでおります。 

  
  
根抵当権に係るもの   

銀行取引に係る債務 20,996 

根抵当権に係るもの   

銀行取引に係る債務 20,905 

  ＜略＞ ＜略＞ 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

  （訂正前） 

  

  （訂正後） 

項目 
前事業年度

平成16年３月31日 
当事業年度 

平成17年３月31日 

（注）１ 担保資産 (イ）工場財団 (イ）工場財団 

  
  
  （百万円）

（担保資産）   

  土地 229,390 

  建物及び構築物 28,522 

  機械及び装置他 30,214 

  簿価計 288,127 

  （百万円）

（担保資産）   

  土地 234,462 

  建物及び構築物 29,421 

  機械及び装置他 49,809 

  簿価計 313,692 

   上記の他、長期借入金の担保に供

している関係会社工場財団が23,290

百万円あります。 

 上記の他、長期借入金の担保に供

している関係会社工場財団が22,976

百万円あります。 

  
  
（担保付債務）   

長期借入金 195,931 

（担保付債務）   

長期借入金 166,991 

   長期借入金には１年内返済予定額

を含んでおります。 

 長期借入金には１年内返済予定額

を含んでおります。 

  ＜略＞ ＜略＞ 

項目 
前事業年度

平成16年３月31日 
当事業年度 

平成17年３月31日 

（注）１ 担保資産 (イ）工場財団 (イ）工場財団 

   下記の有形固定資産について、抵

当権及び根抵当権を設定しておりま

す。 

 下記の有形固定資産について、抵

当権及び根抵当権を設定しておりま

す。 

  
  
  （百万円）

（担保資産）   

  土地 229,390 

  建物及び構築物 28,522 

  機械及び装置他 30,214 

  簿価計 288,127 

  （百万円）

（担保資産）   

  土地 234,462 

  建物及び構築物 29,421 

  機械及び装置他 49,809 

  簿価計 313,692 

   上記の他、長期借入金の担保に供

している関係会社工場財団が23,290

百万円あります。 

 上記の他、長期借入金の担保に供

している関係会社工場財団が22,976

百万円あります。 

  
  
（担保付債務）   

抵当権に係るもの   

長期借入金 195,931 

（担保付債務）   

抵当権に係るもの   

長期借入金 166,991 

   長期借入金には１年内返済予定額

を含んでおります。 

 長期借入金には１年内返済予定額

を含んでおります。 

  
  
根抵当権に係るもの   

銀行取引に係る債務 20,996 

根抵当権に係るもの   

銀行取引に係る債務 20,905 

  ＜略＞ ＜略＞ 
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