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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 有価証券報告書の自主点検を実施いたしました結果、【財政状態及び経営成績の分析】、【財務諸表】および【その他の参考情

報】に一部誤りがありましたため、平成18年８月28日に提出いたしました第44期（自 平成17年６月１日 至 平成18年５月31

日）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】 

a）第一部 企業情報 

第２ 事業の状況 

７．財政状態及び経営成績の分析 

(2)財政状態の分析 

  

b）第一部 企業情報 

第５ 経理の状況 

２．財務諸表等 

(1)財務諸表 

④附属明細表【有価証券明細表】 

  

c）第一部 企業情報 

第７ 提出会社の参考情報 

２．その他の参考情報 

  

  

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は  を付して表示しております。 

  

ａ）修正前 

総資産は、前連結会計年度末に対し145百万円増加して、9,840百万円となりました。現金及び預金は、前連結会計年度に比べ

469百万円減少（前年同期比25.8％減）し、1,449百万円となりました。一方、本社隣地購入等により有形固定資産は175百万円増

加し、無形固定資産についても、基幹業務システムの更新により69百万円増加いたしました。 

  

修正後 

総資産は、前連結会計年度末に対し145百万円増加して、9,840百万円となりました。現金及び預金は、前連結会計年度に比べ

469百万円減少（前年同期比24.5％減）し、1,449百万円となりました。一方、本社隣地購入等により有形固定資産は175百万円増

加し、無形固定資産についても、基幹業務システムの更新により69百万円増加いたしました。 

  

 



ｂ）修正前 

【債券】 

  

修正後 

【債券】 

  

  

ｃ）修正前 

（5）自己株券買付状況報告書 

報告期間 （自 平成17年５月１日 至 平成17年５月31日）平成17年６月10日近畿財務局長に提出） 

報告期間 （自 平成17年６月１日 至 平成17年６月30日）平成17年７月15日近畿財務局長に提出） 

報告期間 （自 平成17年７月１日 至 平成17年７月31日）平成17年８月11日近畿財務局長に提出） 

報告期間 （自 平成17年８月１日 至 平成17年８月31日）平成17年９月13日近畿財務局長に提出） 

報告期間 （自 平成17年９月１日 至 平成17年９月30日）平成17年11月10日近畿財務局長に提出） 

報告期間 （自 平成17年10月１日 至 平成17年10月31日）平成17年11月14日近畿財務局長に提出） 

報告期間 （自 平成17年11月１日 至 平成17年11月30日）平成17年12月12日近畿財務局長に提出） 

報告期間 （自 平成17年12月１日 至 平成17年12月31日）平成18年１月13日近畿財務局長に提出） 

報告期間 （自 平成18年１月１日 至 平成18年１月31日）平成18年２月10日近畿財務局長に提出） 

報告期間 （自 平成18年２月１日 至 平成18年２月31日）平成18年３月８日近畿財務局長に提出） 

報告期間 （自 平成18年３月１日 至 平成18年３月31日）平成18年４月５日近畿財務局長に提出） 

報告期間 （自 平成18年４月１日 至 平成18年４月31日）平成18年５月10日近畿財務局長に提出） 

報告期間 （自 平成18年５月１日 至 平成18年５月31日）平成18年６月12日近畿財務局長に提出） 

報告期間 （自 平成18年６月１日 至 平成18年６月31日）平成18年７月13日近畿財務局長に提出） 

報告期間 （自 平成18年７月１日 至 平成18年７月31日）平成18年８月10日近畿財務局長に提出） 

  

  

  

  

修正後 

（5）自己株券買付状況報告書 

報告期間 （自 平成17年５月１日 至 平成17年５月31日）平成17年６月10日近畿財務局長に提出） 

報告期間 （自 平成17年６月１日 至 平成17年６月30日）平成17年７月15日近畿財務局長に提出） 

報告期間 （自 平成17年７月１日 至 平成17年７月31日）平成17年８月11日近畿財務局長に提出） 

報告期間 （自 平成17年８月１日 至 平成17年８月31日）平成17年９月13日近畿財務局長に提出） 

報告期間 （自 平成17年９月１日 至 平成17年９月30日）平成17年11月10日近畿財務局長に提出） 

報告期間 （自 平成17年10月１日 至 平成17年10月31日）平成17年11月14日近畿財務局長に提出） 

銘柄 券面総額（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 

有価証券 
その他 

有価証券 

割引債券（商工組合中央金庫） 100,000 99,950 

小計 100,000 99,950 

投資有価

証券 

その他 

有価証券 

マルチコーラブル・円／豪ドル・パワ

ーリザーブデュアル債 

200,000 195,190 

小計 200,000 195,190 

計 300,000 295,140 

銘柄 券面総額（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 

有価証券 
その他 

有価証券 

割引債券（商工組合中央金庫） 100,000 99,950 

小計 100,000 99,950 

投資有価

証券 

その他 

有価証券 

マルチコーラブル・円／豪ドル・パワ

ーリバースデュアル債 

200,000 195,190 

小計 200,000 195,190 

計 300,000 295,140 



報告期間 （自 平成17年11月１日 至 平成17年11月30日）平成17年12月12日近畿財務局長に提出） 

報告期間 （自 平成17年12月１日 至 平成17年12月31日）平成18年１月13日近畿財務局長に提出） 

報告期間 （自 平成18年１月１日 至 平成18年１月31日）平成18年２月10日近畿財務局長に提出） 

報告期間 （自 平成18年２月１日 至 平成18年２月28日）平成18年３月８日近畿財務局長に提出） 

報告期間 （自 平成18年３月１日 至 平成18年３月31日）平成18年４月５日近畿財務局長に提出） 

報告期間 （自 平成18年４月１日 至 平成18年４月30日）平成18年５月10日近畿財務局長に提出） 

報告期間 （自 平成18年５月１日 至 平成18年５月31日）平成18年６月12日近畿財務局長に提出） 

報告期間 （自 平成18年６月１日 至 平成18年６月30日）平成18年７月13日近畿財務局長に提出） 

報告期間 （自 平成18年７月１日 至 平成18年７月31日）平成18年８月10日近畿財務局長に提出） 
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