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１【半期報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成17年12月22日付をもって提出した平成17年度中（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）半期報告書のうち、「第

一部 企業情報」の「第５ 経理の状況」中「１ 中間連結財務諸表等」、「２ 中間財務諸表等」の一部を訂正するため、半期

報告書の訂正報告書を提出するものである。 

  

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第５ 経理の状況 

１ 中間連結財務諸表等 

(1）中間連結財務諸表 

注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

２ 中間財務諸表等 

(1）中間財務諸表 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は     罫で示してある。 

  

  



第一部【企業情報】 
  

第５【経理の状況】 
  

１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

  （訂正前） 

  

  （訂正後） 

  

  

平成16年度中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

平成17年度中間連結会計期間末
（平成17年９月30日） 

平成16年度末 
（平成17年３月31日） 

    
    

※２．担保に供している資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産（工場財団は除

く）は以下のとおりである。 

担保に供している資産（工場財団は除

く）は以下のとおりである。 

担保に供している資産（工場財団は除

く）は以下のとおりである。 
  

受取手形及び売掛金 7,978百万円

販売金融債権及び長
期販売金融債権 

167,873百万円

たな卸資産 53,463百万円

有形固定資産 319,592百万円

債権売却留保額及び
長期債権売却留保額 

57,416百万円

その他（注１） 13,760百万円

計 620,085百万円

  

  

受取手形及び売掛金 17,309百万円

販売金融債権及び長
期販売金融債権 

24,159百万円

たな卸資産 59,359百万円

有形固定資産 212,392百万円

長期債権売却留保額 39,462百万円

その他（注１） 63,728百万円

計 416,411百万円
  

受取手形及び売掛金 15,711百万円

販売金融債権及び長
期販売金融債権 

21,018百万円

たな卸資産 52,712百万円

有形固定資産 211,908百万円

長期債権売却留保額 49,791百万円

その他（注１） 30,549百万円

計 381,691百万円

（注１）未収入金639百万円について、有

限会社ムラタ・メディカルサービ

スとの間で締結した定期建物賃貸

借契約に基づく債務に対して質権

を設定している。 

（注１）未収入金587百万円について、有

限会社ムラタ・メディカルサービ

スとの間で締結した定期建物賃貸

借契約に基づく債務に対して質権

を設定している。 

（注１）未収入金644百万円について、有

限会社ムラタ・メディカルサービ

スとの間で締結した定期建物賃貸

借契約に基づく債務に対して質権

を設定している。 

    
    

平成16年度中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

平成17年度中間連結会計期間末
（平成17年９月30日） 

平成16年度末 
（平成17年３月31日） 

    
    

※２．担保に供している資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産（工場財団は除

く）は以下のとおりである。 

担保に供している資産（工場財団は除

く）は以下のとおりである。 

担保に供している資産（工場財団は除

く）は以下のとおりである。 
  

受取手形及び売掛金 7,978百万円

販売金融債権及び長
期販売金融債権 

167,873百万円

たな卸資産 53,463百万円

有形固定資産 319,592百万円

債権売却留保額及び
長期債権売却留保額 

57,416百万円

その他（注１） 13,760百万円

計 620,085百万円

  

  

受取手形及び売掛金 17,309百万円

販売金融債権及び長
期販売金融債権 

24,159百万円

たな卸資産 59,359百万円

有形固定資産 212,235百万円

長期債権売却留保額 39,462百万円

その他（注１） 63,728百万円

計 416,254百万円
  

受取手形及び売掛金 15,711百万円

販売金融債権及び長
期販売金融債権 

21,018百万円

たな卸資産 52,712百万円

有形固定資産 211,908百万円

長期債権売却留保額 49,791百万円

その他（注１） 30,549百万円

計 381,691百万円

（注１）未収入金639百万円について、有

限会社ムラタ・メディカルサービ

スとの間で締結した定期建物賃貸

借契約に基づく債務に対して質権

を設定している。 

（注１）未収入金587百万円について、有

限会社ムラタ・メディカルサービ

スとの間で締結した定期建物賃貸

借契約に基づく債務に対して質権

を設定している。 

（注１）未収入金644百万円について、有

限会社ムラタ・メディカルサービ

スとの間で締結した定期建物賃貸

借契約に基づく債務に対して質権

を設定している。 

    
    



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  （訂正前） 

  
平成16年度中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

平成17年度中間会計期間末
（平成17年９月30日） 

平成16年度末 
（平成17年３月31日） 

    
    

※２．担保に供している

資産 

担保に供している資産は下記のとお

りである。 

担保に供している資産は下記のとお

りである。 

担保に供している資産は下記のとお

りである。 

  水島工場財団（注１） 水島工場財団（注１） 水島工場財団（注１） 

  
  
建物 3,874百万円

構築物 1,125百万円

機械装置 24,176百万円

土地 2,008百万円

計 31,186百万円

建物 4,067百万円

構築物 1,213百万円

機械装置 22,159百万円

土地 2,008百万円

計 29,448百万円

建物 3,900百万円

構築物 1,102百万円

機械装置 22,066百万円

土地 2,008百万円

計 29,078百万円

  岡崎工場財団 岡崎工場財団 岡崎工場財団 

  
  
建物 10,746百万円

構築物 1,591百万円

機械装置 9,771百万円

土地 985百万円

計 23,096百万円

建物 10,059百万円

構築物 1,394百万円

機械装置 4,509百万円

土地 985百万円

計 16,949百万円

建物 10,389百万円

構築物 1,481百万円

機械装置 8,884百万円

土地 985百万円

計 21,741百万円

  京都工場財団 京都工場財団 京都工場財団 

  
  
建物 7,678百万円

構築物 469百万円

機械装置 15,232百万円

土地 2,137百万円

計 25,518百万円

建物 7,147百万円

構築物 465百万円

機械装置 14,837百万円

土地 2,140百万円

計 24,591百万円

建物 6,774百万円

構築物 475百万円

機械装置 15,222百万円

土地 2,137百万円

計 24,610百万円

  滋賀工場財団 滋賀工場財団 滋賀工場財団 

  
  
建物 3,208百万円

構築物 232百万円

機械装置 8,219百万円

土地 3,859百万円

計 15,519百万円

建物 3,125百万円

構築物 245百万円

機械装置 11,391百万円

土地 3,859百万円

計 18,621百万円

建物 3,168百万円

構築物 258百万円

機械装置 11,940百万円

土地 3,859百万円

計 19,226百万円

  その他 その他 その他 

  
  
建物 6,622百万円

構築物 5,463百万円

機械装置 6百万円

土地 26,667百万円

計 38,760百万円

未収入金（注２） 639百万円

計 639百万円

合計 134,720百万円
  

建物 5,541百万円

構築物 4,799百万円

土地 24,096百万円

計 34,437百万円

未収入金（注２） 587百万円

計 587百万円

合計 124,635百万円
  

建物 5,698百万円

構築物 5,164百万円

機械装置 13百万円

土地 26,671百万円

計 37,548百万円

未収入金（注２） 644百万円

合計 132,849百万円

  担保が付されている債務は下記のと

おりである。 

担保が付されている債務は下記のと

おりである。 

担保が付されている債務は下記のと

おりである。 

  
  
保証債務（注３） 13,820百万円

長期借入金 121,049百万円

短期借入金 39,119百万円

計 173,989百万円

保証債務 3,352百万円

長期借入金 102,273百万円

短期借入金 29,386百万円

計 135,012百万円

保証債務（注３） 5,031百万円

長期借入金 119,750百万円

短期借入金 21,997百万円

計 146,779百万円

    
    



  （訂正後） 

  

  

  

  
平成16年度中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

平成17年度中間会計期間末
（平成17年９月30日） 

平成16年度末 
（平成17年３月31日） 

    
    

※２．担保に供している

資産 

担保に供している資産は下記のとお

りである。 

担保に供している資産は下記のとお

りである。 

担保に供している資産は下記のとお

りである。 

  水島工場財団（注１） 水島工場財団（注１） 水島工場財団（注１） 

  
  
建物 3,874百万円

構築物 1,125百万円

機械装置 24,176百万円

土地 2,008百万円

計 31,186百万円

建物 4,067百万円

構築物 1,213百万円

機械装置 22,159百万円

土地 2,008百万円

計 29,448百万円

建物 3,900百万円

構築物 1,102百万円

機械装置 22,066百万円

土地 2,008百万円

計 29,078百万円

  岡崎工場財団 岡崎工場財団 岡崎工場財団 

  
  
建物 10,746百万円

構築物 1,591百万円

機械装置 9,771百万円

土地 985百万円

計 23,096百万円

建物 10,059百万円

構築物 1,394百万円

機械装置 4,509百万円

土地 985百万円

計 16,949百万円

建物 10,389百万円

構築物 1,481百万円

機械装置 8,884百万円

土地 985百万円

計 21,741百万円

  京都工場財団 京都工場財団 京都工場財団 

  
  
建物 7,678百万円

構築物 469百万円

機械装置 15,232百万円

土地 2,137百万円

計 25,518百万円

建物 7,147百万円

構築物 465百万円

機械装置 14,837百万円

土地 2,140百万円

計 24,591百万円

建物 6,774百万円

構築物 475百万円

機械装置 15,222百万円

土地 2,137百万円

計 24,610百万円

  滋賀工場財団 滋賀工場財団 滋賀工場財団 

  
  
建物 3,208百万円

構築物 232百万円

機械装置 8,219百万円

土地 3,859百万円

計 15,519百万円

建物 3,125百万円

構築物 245百万円

機械装置 11,391百万円

土地 3,859百万円

計 18,621百万円

建物 3,168百万円

構築物 258百万円

機械装置 11,940百万円

土地 3,859百万円

計 19,226百万円

  その他 その他 その他 

  
  
建物 6,622百万円

構築物 5,463百万円

機械装置 6百万円

土地 26,667百万円

計 38,760百万円

未収入金（注２） 639百万円

計 639百万円

合計 134,720百万円
  

建物 5,521百万円

構築物 4,799百万円

土地 23,958百万円

計 34,280百万円

未収入金（注２） 587百万円

計 587百万円

合計 124,478百万円
  

建物 5,698百万円

構築物 5,164百万円

機械装置 13百万円

土地 26,671百万円

計 37,548百万円

未収入金（注２） 644百万円

合計 132,849百万円

  担保が付されている債務は下記のと

おりである。 

担保が付されている債務は下記のと

おりである。 

担保が付されている債務は下記のと

おりである。 

  
  
保証債務（注３） 13,820百万円

長期借入金 121,049百万円

短期借入金 39,119百万円

計 173,989百万円

保証債務 3,352百万円

長期借入金 102,273百万円

短期借入金 29,386百万円

計 135,012百万円

保証債務（注３） 5,031百万円

長期借入金 119,750百万円

短期借入金 21,997百万円

計 146,779百万円
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