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 1.【提出理由】 

   平成18年6月29日に提出いたしました第45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の一部について、計算・名称の誤り、不十分な表記がありま
した。 
これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものです。 

  
  

 2.【訂正事項】 

  第一部       企業情報 
  
第１ 企業の概況 
  
1.主要な経営指標等の推移 
  
(2)提出会社の経営指標等 
  

配当性向 
  
  
  

2.沿革 
  
  
  

3.事業の内容 
  
  
  

  
  第４ 提出会社の状況 

  
6.コーポレートガバナンスの状況 
  
(5)内部監査及び監査役監査の状況 
  

  
  

  
  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 
(株式) 



3.【訂正箇所】
訂正箇所は＿を付して表示しています。

第一部 企業情報

第１ 企業の概況

1.主要な経営指標等の推移

  (訂正前）

回次 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期

決算年月 平成13年3月  平成14年3月  平成15年3月  平成16年3月  平成17年3月

(2)提出会社の経営指標等   

   

     

配当性向   （％） 81.2 44.7 71.9 33.2 43.8

   

     

（注）略

  (訂正後）

回次 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期

決算年月 平成13年3月  平成14年3月  平成15年3月  平成16年3月  平成17年3月

(2)提出会社の経営指標等   

   

     

配当性向   （％） 81.2 44.7 71.9 33.2 46.4

   

     

（注）略



2.沿革

  (訂正前）

明治40年 3月 大阪府西成郡中津村（現・大阪市北区）に「発動機製造株式会社」を創立、内燃機関の製作を開始。

昭和 5年 9月 ドアクローザの全国総販売代理店として日本金具株式会社を設立。（旧株式会社ニッカナ）

昭和26年12月 「発動機製造株式会社」から「ダイハツ工業株式会社」に商号変更。

昭和27年 9月 自動二輪車の製作を目的としてツバサ工業株式会社を設立。

（旧ダイハツディーゼル機器株式会社としてドアクローザの製造専業会社）

昭和41年 5月 船舶用および汎用ディーゼル機関の製造を行っていた大阪事業部を「ダイハツ工業株式会社」から

分離、新たに「ダイハツディーゼル株式会社」として発足。

(後略）

  (訂正後）

昭和41年 5月 ダイハツ工業株式会社から、船舶用および汎用ディーゼル機関の製造・販売を行っていた大阪事業部を

分離し、新たに『ダイハツディーゼル株式会社』を設立」

(後略）

3.事業内容

  (訂正前）

「企業集団の概要図」へ

  (訂正後）

「企業集団の概要図」へ

第４ 提出会社の状況

6.コーポレートガバナンスの状況

(5) 内部監査及び監査役監査の状況

  (訂正前）

 内部監査は内部監査基準を定めたうえで、グループ内監査への取り組みを強化しております。監査役監
査は、監査役が当社ならびにグループ各社の業務監査・会計監査を実施しております。

  (訂正後）

 当社の内部監査は、独立した内部監査部門である監査部（専任２名）を設置し、内部監査基準を定めた
うえで、グループ内監査への取組を強化しております。監査役は、取締役会及び経営会議等への出席、各
事業所への往査等を通じた経営状況の把握、取締役の経営判断及び業務執行について主に適法性の観点か
ら厳正な監査を行っております。また、監査役と監査部及び会計監査人とは、定期的な連絡会議の開催に
より情報、意見の交換を行うなど連携を深め、監査の実効性と効率性の向上を図っております。



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

（株式）

  (訂正前）

銘柄 株式数 貸借対照表計上額

投  資 
有価証券

そ の 他 
有価証券

㈱UFJホールディングス 359.550 株 202,786千円

積水ハウス㈱ 78,110.000  89,435  

㈱名村造船所 53,950.000  69,433  

郵船商事㈱ 582,400.000  66,980  

㈱三井住友フィナンシャル 
グループ

80.570  58,493  

㈱滋賀銀行 68,502.000  49,869  

㈱りそなホールディングス 221,372.000  47,594  

㈱ダイハツメタル 64,000.000  32,000  

日本電信電話㈱ 66.300  31,094  

関西国際空港㈱ 600.000  30,000  

㈱みずほホールディングス 57.000  28,899  

西日本旅客鉄道㈱ 48.000  20,976  

富士通㈱ 25,000.000  16,100  
その他（15銘柄） 133,870.000  67,837  

計 1,228,415.420  811,501  

  (訂正後）

銘柄 株式数 貸借対照表計上額

投  資 
有価証券

そ の 他 
有価証券

㈱UFJホールディングス 359.550 株 202,786千円

積水ハウス㈱ 78,110.000  89,435  

㈱名村造船所 53,950.000  69,433  

郵船商事㈱ 582,400.000  66,980  

㈱三井住友フィナンシャル 
グループ

80.570  58,493  

㈱滋賀銀行 68,502.000  49,869  

㈱りそなホールディングス 221,372.000  47,594  

㈱ダイハツメタル 64,000.000  32,000  

日本電信電話㈱ 66.300  31,094  

関西国際空港㈱ 600.000  30,000  

㈱みずほフィナンシャル 
グループ

57.000  28,899  

西日本旅客鉄道㈱ 48.000  20,976  

富士通㈱ 25,000.000  16,100  
その他（15銘柄） 133,870.000  67,837  

計 1,228,415.420  811,501  

以 上
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