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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21年５月27日に提出いたしました第143期（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28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 

       （連結貸借対照表関係） 

  ２ 財務諸表等 

     （１）財務諸表 

       注記事項 

       （貸借対照表関係） 

 

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 

      （連結貸借対照表関係） 

（訂正前） 

前連結会計年度 

（平成20年２月29日） 

当連結会計年度 

（平成21年２月28日） 

〈前略〉 

３．担保に供している資産及び担保付債務 

（１）担保資産 

（※２）建物及び構築物 14,855,680千円 

（※３）土地 4,275,645千円 

（※４）投資有価証券 7,679,297千円 

  計 26,810,623千円 

（２）担保付債務 

（※５）短期借入金 3,013,000千円 

（※６）一年以内返済予定長 

期借入金 
3,605,800千円 

（※７）長期借入金 22,713,900千円 

  計 29,332,700千円 

〈後略〉 

〈前略〉 

３．担保に供している資産及び担保付債務 

（１）担保資産 

（※２）建物及び構築物 21,910,790千円 

（※３）土地 7,576,886千円 

（※４）投資有価証券 3,442,986千円 

  計 32,930,664千円 

（２）担保付債務 

（※５）短期借入金 1,253,000千円 

（※６）一年以内返済予定長 

期借入金 
13,386,132千円 

（※７）長期借入金 19,070,535千円 

  計 33,709,667千円 

〈後略〉 

 

（訂正後） 

前連結会計年度 

（平成20年２月29日） 

当連結会計年度 

（平成21年２月28日） 

〈前略〉 

３．担保に供している資産及び担保付債務 

（１）担保資産 

（※２）建物及び構築物 14,855,680千円 

（※３）土地 4,275,645千円 

（※４）投資有価証券 7,679,297千円 

  計 26,810,623千円 

（２）担保付債務 

（※５）短期借入金 3,013,000千円 

（※６）一年以内返済予定長 

期借入金 
3,605,800千円 

（※７）長期借入金 22,713,900千円 

  計 29,332,700千円 

〈後略〉 

〈前略〉 

３．担保に供している資産及び担保付債務 

（１）担保資産 

（※２）建物及び構築物 17,457,430千円 

（※３）土地 12,030,247千円 

（※４）投資有価証券 3,442,986千円 

  計 32,930,664千円 

（２）担保付債務 

（※５）短期借入金 1,253,000千円 

（※６）一年以内返済予定長 

期借入金 
13,386,132千円 

（※７）長期借入金 19,070,535千円 

  計 33,709,667千円 

〈後略〉 

 

 

 

 



 

 ２【財務諸表等】 

  （１）【財務諸表】 

注記事項 

      （貸借対照表関係） 

（訂正前） 

前事業年度 

（平成20年２月29日） 

当事業年度 

（平成21年２月28日） 

※１．担保に供している資産 

 建物 14,000,167千円 

 土地 2,855,236  

 投資有価証券 7,224,052  

 関係会社株式 434,652  

  合計 24,514,109 千円 

上記に対応する債務   

 短期借入金 2,825,000 千円 

 一年以内返済予定 

長期借入金 
3,147,500  

 長期借入金 20,790,000  

  合計 26,762,500 千円 

  関係会社の銀行借入金を担保するため上記のほかに 

  建物99,205千円、土地1,100,145千円を物上保証に 

  供しております。 

〈後略〉 

※１．担保に供している資産 

 建物 20,785,963千円 

 土地 6,350,082  

 投資有価証券 3,008,334  

 関係会社株式 434,652  

  合計 30,579,033千円 

上記に対応する債務   

 短期借入金 1,065,000 千円 

 一年以内返済予定 

長期借入金 
12,956,932  

 長期借入金 17,516,335  

  合計 31,538,267千円 

  関係会社の銀行借入金を担保するため上記のほかに 

  建物835,484千円、土地1,100,145千円を物上保証に 

  供しております。 

〈後略〉 

 

（訂正後） 

前事業年度 

（平成20年２月29日） 

当事業年度 

（平成21年２月28日） 

※１．担保に供している資産 

 建物 14,000,167千円 

 土地 2,855,236  

 投資有価証券 7,224,052  

 関係会社株式 434,652  

  合計 24,514,109 千円 

上記に対応する債務   

 短期借入金 2,825,000 千円 

 一年以内返済予定 

長期借入金 
3,147,500  

 長期借入金 20,790,000  

  合計 26,762,500 千円 

  関係会社の銀行借入金を担保するため上記のほかに 

  建物99,205千円、土地1,100,145千円を物上保証に 

  供しております。 

〈後略〉 

※１．担保に供している資産 

 建物 16,332,603千円 

 土地 10,803,443  

 投資有価証券 3,008,334  

 関係会社株式 434,652  

  合計 30,579,033千円 

上記に対応する債務   

 短期借入金 1,065,000 千円 

 一年以内返済予定 

長期借入金 
12,956,932  

 長期借入金 17,516,335  

  合計 31,538,267千円 

  関係会社の銀行借入金を担保するため上記のほかに 

  建物835,484千円、土地1,100,145千円を物上保証に 

  供しております。 

〈後略〉 

 


