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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　2014年６月18日に提出した第９期（自　2013年４月１日　至　2014年３月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に

訂正すべき事項がありましたので、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

連結財務諸表注記

17．その他の無形資産

取得原価、償却累計額及び減損損失累計額の増減

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しています。
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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】

【連結財務諸表注記】

17．その他の無形資産

取得原価、償却累計額及び減損損失累計額の増減

（訂正前）

当連結会計年度（自　2013年４月１日　至　2014年３月31日）の無形資産の増減は次のとおりです。

（単位：百万円）
 

 
特許及び
技術

販売権
仕掛中の
研究開発

ソフト
ウェア

その他 合計

取得原価       

2013年４月１日の残高 228,849 77,906 153,725 29,425 374 490,278

取得 4,255 － 8,389 6,898 26 19,568

処分 △39,646 － △22,054 △5,042 △2 △66,743

振替 11,222 － △11,222 － － －

その他 12,913 7,415 4,490 1,539 △13 26,343

2014年３月31日の残高 217,592 85,321 133,328 32,821 385 469,447

償却累計額及び減損損失累計額       

2013年４月１日の残高 △73,908 △24,760 △32,899 △17,906 △203 △149,675

当期償却額 △24,424 △11,576 － △5,095 △24 △41,118

減損損失 △2,379 △11,296 △40,191 △26 － △53,892

処分 39,554 － 22,054 4,768 2 66,377

その他 △3,451 △4,059 △3,103 △415 10 △11,018

2014年３月31日の残高 △64,607 △51,691 △54,139 △18,674 △215 △189,327

帳簿価額       

2013年４月１日の残高 154,941 53,147 120,825 11,519 171 340,603

2014年３月31日の残高 152,985 33,630 79,188 14,147 170 280,120

（注）その他のうち、主なものは為替換算調整になります。
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（訂正後）

当連結会計年度（自　2013年４月１日　至　2014年３月31日）の無形資産の増減は次のとおりです。

（単位：百万円）
 

 
特許及び
技術

販売権
仕掛中の
研究開発

ソフト
ウェア

その他 合計

取得原価       

2013年４月１日の残高 228,849 77,906 153,725 29,425 374 490,278

取得 4,255 － 8,389 6,898 26 19,568

処分 △4,662 － △57,038 △5,042 △2 △66,743

振替 11,222 － △11,222 － － －

その他 13,848 7,415 3,555 1,539 △13 26,343

2014年３月31日の残高 253,511 85,321 97,408 32,821 385 469,447

償却累計額及び減損損失累計額       

2013年４月１日の残高 △73,908 △24,760 △32,899 △17,906 △203 △149,675

当期償却額 △24,424 △11,576 － △5,095 △24 △41,118

減損損失 △2,379 △11,296 △40,191 △26 － △53,892

処分 4,570 － 57,038 4,768 2 66,377

その他 △4,386 △4,059 △2,167 △415 10 △11,018

2014年３月31日の残高 △100,526 △51,691 △18,220 △18,674 △215 △189,327

帳簿価額       

2013年４月１日の残高 154,941 53,147 120,825 11,519 171 340,603

2014年３月31日の残高 152,985 33,630 79,188 14,147 170 280,120

（注）その他のうち、主なものは為替換算調整になります。
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