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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 15 年 6 月 20 日をもって提出しました第 87 期（自 平成 14 年 3 月 21 日 至 平成 15 年 3 月 20 日）

有価証券報告書の添付書類のうち定款が漏れていましたので、また、有価証券報告書の一部の記載に誤りが

ありましたので、これらを訂正するため本訂正報告書を提出するものであります。 

 

２【訂正事項】 
（ア） 

定款を添付文書として添付しております。 

（イ） 

第一部 企業情報 

第５ 経理の状況 

２ 財務諸表等 

(1) 財務諸表 

③ 損失処理計算書 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

 

３【訂正箇所】 

（ア） 

添付資料（定款）のとおり。 

（イ） 

訂正箇所は＿で表示しております。 



第一部【企業情報】 

 

第５【経理の状況】 
２【財務諸表等】 
(1)【財務諸表】 

③【損失処理計算書】 

注記事項 
（貸借対照表関係） 

第８６期 
（自 平成 13 年 3月 21 日 至 平成 14 年 3月 20 日） 

第８７期 
（自 平成 14 年 3月 21 日 至 平成 15 年 3月 20 日） 

＊１ 関係会社に対する債権・債務 
受取手形 464 百万円 
売掛金 9,367 百万円 
短期貸付金 6,252 百万円

支払手形 416 百万円

買掛金 2,602 百万円

未払費用 1,850 百万円 
上記及び関係会社項目として貸借対照表に区分掲記さ

れているもののほか、関係会社との取引により発生した

資産は 2,183百万円であります。 

＊１ 関係会社に対する債権・債務 
受取手形 779 百万円 
売掛金 14,386 百万円 
短期貸付金 7,295 百万円

支払手形 806 百万円

買掛金 2,123 百万円

未払費用 1,473 百万円 
上記及び関係会社項目として貸借対照表に区分掲記さ

れているもののほか、関係会社との取引により発生した

債権は 4,693百万円、債務は 2,387百万円であります。

 
＊２ 未収消費税等は、貸借対照表上流動資産の「その他」

に含めて表示しております。 

＊２ 未収消費税等は、貸借対照表上流動資産の「その他」

に含めて表示しております。 

 

＊３ 有形固定資産の減価償却累計額は、46,664 百万円で

あります。 
＊３ 有形固定資産の減価償却累計額は、46,838 百万円で

あります。 

 
＊４ 会社が発行する株式の総数は 560,000 千株でありま

す。 
ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた場

合には、会社が発行する株式について、これに相当す

る株式数を減ずることになっております。 
発行済株式総数は 232,059千株であります。 

＊４ 会社が発行する株式の総数は 560,000 千株でありま

す。 
ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた場

合には、会社が発行する株式について、これに相当す

る株式数を減ずることになっております。 
発行済株式総数は、普通株式232,059千株でありま

す。 

 
＊５ 

――― 
＊５ 自己株式の保有数 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式 136 千株で

あります。 

 
６ 偶発債務は、被保証先の金融機関借入金等に対する

債務保証で次のとおりであります。 
被保証先 金額 

(百万円) 
当社従業員 ２２４ 
㈱ドーエイ ４
米国安川電機㈱ ３,９８１ 
英国安川電機㈱ ７５３
シナティクスソリューションズ㈱ １，８５２
ワイ・イー・プランドゥ㈱ ３６
合計 ６，８５１  

 ６ 偶発債務は、被保証先の金融機関借入金等に対する

債務保証で次のとおりであります。 
被保証先 金額 

(百万円) 
当社従業員 ２１２ 
㈱ドーエイ ４
米国安川電機㈱ ３，３９０ 
英国安川電機㈱ ７５４
シナティクスソリューションズ㈱ ２，２８１
ワイ・イー・プランドゥ㈱ ３６
合計 ６，６７８  

７ 受取手形割引高は、７，４６９百万円であります。  ７ 受取手形割引高は、１１，１５７百万円であります。

 

８ 

――― 

 ８ 配当制限 

平成14年改正前商法第290条第1項第6号に規定する資

産に時価を付したことにより増加した純資産額は２

５５百万円であります。 

 

９ 
――― 

 ９ 資本の欠損の額は３，５２６百万円であります。 

 


