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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成18年６月29日に提出いたしました第72期（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）有価証券報告書の記載事項の一部

に誤りがありましたので、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 

     （リース取引関係） 

     （退職給付関係） 

  

３【訂正箇所】 

訂正箇所は＿＿を付して表示しております。 

 



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 

  （リース取引関係） 

  

（訂正前） 

  

（訂正後） 

  

  

  

  

  

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】 

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

相当額及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 
  

  

  
取得価額 
相当額 
（千円） 

減価償却 
累計額 
相当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

機械装置 
及び運搬具 

2,667,926 1,199,091 1,468,835

その他 538,407 436,413 101,994

合計 3,206,334 1,635,504 1,570,829

  

取得価額
相当額 

（千円） 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

減損損失 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
（千円） 

機械装置
及び運搬具 

2,807,785 1,384,975 225,118 1,422,809 

その他 523,113 324,631 － 198,481 

合計 3,330,898 1,709,607 225,118 1,396,171 

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

相当額及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 
  

  

  
取得価額 
相当額 
（千円） 

減価償却 
累計額 
相当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

機械装置 
及び運搬具 

2,667,926 1,199,091 1,468,835

その他 538,407 436,413 101,994

合計 3,206,334 1,635,504 1,570,829

  

取得価額
相当額 

（千円） 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

減損損失 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
（千円） 

機械装置
及び運搬具 

2,807,785 1,384,975 225,118 1,197,690 

その他 523,113 324,631 － 198,481 

合計 3,330,898 1,709,607 225,118 1,396,171 



  注記事項 

  （退職給付関係） 

  

（訂正前） 

     ３．退職給付費用に関する事項 

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、イ 勤務費用に計上しております。 

  

  

（訂正後） 

     ３．退職給付費用に関する事項 

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、イ 勤務費用に計上しております。 

  

  
前連結会計年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

退職給付費用（千円） 222,173 164,958 

イ 勤務費用（千円） 155,320 93,479 

ロ 利息費用（千円） 53,203 57,048 

ハ 期待運用収益（減算）（千円） △24,967 △27,973 

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 
  （千円） 

－ － 

ホ 数理計算上の差異の費用処理額（千
円） 

38,615 42,404 

ヘ 過去勤務債務の費用処理額（千円） － － 

  
前連結会計年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

退職給付費用（千円） 222,173 164,958 

イ 勤務費用（千円） 155,320 83,821 

ロ 利息費用（千円） 53,203 69,654 

ハ 期待運用収益（減算）（千円） △24,967 △30,921 

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 
  （千円） 

－ － 

ホ 数理計算上の差異の費用処理額（千
円） 

38,615 42,404 

ヘ 過去勤務債務の費用処理額（千円） － － 
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