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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19年５月24日に提出いたしました第83期（自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28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４ 提出会社の状況 

１ 株式等の状況 

(6) 大株主の状況 

第５ 経理の状況 

１ 連結財務諸表等 

(1) 連結財務諸表 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

２ 財務諸表等 

(1) 財務諸表 

重要な会計方針 

  

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４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(6) 【大株主の状況】 

（訂正前） 

平成19年２月28日現在 

  

（訂正後） 

平成19年２月28日現在 

氏名又は名称 住所 所有株式数（千株） 

発行済株式総数に 

対する所有株式数の 

割合（％） 

株式会社タイテック 名古屋市南区千竈通2丁目13-1 6,658,000 70.08 

アイホン株式会社 名古屋市熱田区神野町2丁目18 300,000 3.15 

ＩＤＥＣ株式会社 大阪市淀川区西宮原1丁目7-31 300,000 3.15 

榊 泰彦 神奈川県平塚市 271,550 2.85 

榊 信之 名古屋市千種区 212,425 2.23 

榊 雅信 

（常任代理人 榊文男） 

MILTON KEYNES MK5 8HA ENGLAND 

（名古屋市昭和区） 
208,700 2.19 

榊 文男 名古屋市昭和区 203,000 2.13 

竹内 清 愛知県刈谷市 100,000 1.05 

榊 信一 東京都多摩市 80,000 0.84 

大阪証券金融株式会社 大阪市中央区北浜2丁目4-6 61,000 0.64 

計 － 8,394,675 88.36 

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 

発行済株式総数に 

対する所有株式数の 

割合（％） 

株式会社タイテック 名古屋市南区千竈通2丁目13-1 6,658,000 70.08 

アイホン株式会社 名古屋市熱田区神野町2丁目18 300,000 3.15 

ＩＤＥＣ株式会社 大阪市淀川区西宮原1丁目7-31 300,000 3.15 

榊 泰彦 神奈川県平塚市 271,550 2.85 

榊 信之 名古屋市千種区 212,425 2.23 

榊 雅信 

（常任代理人 榊文男） 

MILTON KEYNES MK5 8HA ENGLAND 

（名古屋市昭和区） 
208,700 2.19 

榊 文男 名古屋市昭和区 203,000 2.13 

竹内 清 愛知県刈谷市 100,000 1.05 

榊 信一 東京都多摩市 80,000 0.84 

大阪証券金融株式会社 大阪市中央区北浜2丁目4-6 61,000 0.64 

計 － 8,394,675 88.36 



第５ 【経理の状況】 

１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

（訂正前） 

  

（訂正後） 

  

項目 
前連結会計年度

(自 平成17年3月１日 
至 平成18年2月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年3月１日 
至 平成19年2月28日) 

(2) 重要な減価償却資産の 

減価償却の方法 

①有形固定資産 

定率法 

なお、耐用年数及び残存価格につい

ては、法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。 

ただし、平成10年4月1日以降に取得

した建物（建物付属設備は除く）及び

工具器具及び備品の金型、連結子会社

については定額法を採用しておりま

す。 

  

①有形固定資産 

定率法 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

項目 
前連結会計年度

(自 平成17年3月１日 
至 平成18年2月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年3月１日 
至 平成19年2月28日) 

(2) 重要な減価償却資産の 

減価償却の方法 

①有形固定資産 

定率法 

なお、耐用年数及び残存価格につい

ては、法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。 

ただし、建物（建物付属設備は除

く）及び工具器具及び備品の金型、連

結子会社については定額法を採用して

おります。 

①有形固定資産 

定率法 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

  



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

重要な会計方針 

（訂正前） 

  

（訂正後） 

  

  

項目 
前事業年度

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

①有形固定資産 

定率法 

なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。 

ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物(建物附属設備は除く)及

び工具器具及び備品の金型について

は、定額法を採用しております。 

  

同左 

項目 
前事業年度

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日) 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

①有形固定資産 

定率法 

なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。 

ただし、建物(建物附属設備は除

く)及び工具器具及び備品の金型につ

いては、定額法を採用しております。 

  

同左 
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