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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30日付をもって提出いたしました第15期（自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日）の有価証券

報告書の記載事項の一部に訂正を要する箇所がありましたので、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。 

頁

２ 訂正事項 

第一部 企業情報 

第５ 経理の状況 …………………………………………………………………………………………………………１ 

１ 連結財務諸表等 ……………………………………………………………………………………………………１ 

(1) 連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………１ 

注記事項 …………………………………………………………………………………………………………１ 

（連結貸借対照表関係） ………………………………………………………………………………………１ 

 

２ 財務諸表等 …………………………………………………………………………………………………………２ 

(1) 財務諸表 …………………………………………………………………………………………………………２ 

注記事項 …………………………………………………………………………………………………………２ 

（貸借対照表関係） ……………………………………………………………………………………………２ 

 

３ 訂正箇所 

 訂正箇所は   罫で示しております。 
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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 

注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

(訂正前) 

当連結会計年度 
(平成15年３月31日現在) 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券(株式) 925,645千円
 
※２ 発行済株式総数 普通株式   32,300株
 
 ３ 手形裏書譲渡高 3,677,050千円
 
 ４ 貸出コミットメントについて 

   当社は運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行１行と貸出コミットメント契約を

締結しております。これら契約に基づく連結会計年度末の借入金未実行残高は次のとおり

であります。 

貸出コミットメント総額 1,000,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 1,000,000千円
 

 

(訂正後) 

当連結会計年度 
(平成15年３月31日現在) 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券(株式) 925,645千円
 
※２ 発行済株式総数 普通株式   32,300株
 
 ３ 偶発債務 

  (1) 当社は遊技機メーカーからパチンコホールへの遊技機販売を代行する際に、その遊技

機代金について保証を行っております｡ 

株式会社ガイア 71,029千円

有限会社恊進観光 48,021千円

有限会社大晃 41,409千円

有限会社ニイミ 35,590千円

株式会社サンビック 33,226千円

朝日商事株式会社 32,683千円

有限会社丸愛 31,597千円

株式会社三好屋興業 27,132千円

メイプラネット株式会社 24,103千円

有限会社グローバル 23,184千円

その他   368件 1,213,095千円

合 計 1,581,073千円
 
 ４ 手形裏書譲渡高 3,677,050千円
 
 ５ 貸出コミットメントについて 

   当社は運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行１行と貸出コミットメント契約を

締結しております。これら契約に基づく連結会計年度末の借入金未実行残高は次のとおり

であります。 

貸出コミットメント総額 1,000,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 1,000,000千円
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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) 

第14期 
(平成14年３月31日現在) 

第15期 
(平成15年３月31日現在) 

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

 区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれてい

るものは、次のとおりであります。 

買掛金 5,756,579千円

未払金 267,453千円

営業外支払手形 200,000千円
  

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

 区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれてい

るものは、次のとおりであります。 

買掛金 1,792,732千円

未払金 282,827千円

敷金保証金 524,000千円
  

※２ 担保資産及び担保付負債 

 担保資産に供している資産は次のとおりでありま

す。 

建物 129,795千円

土地 187,399千円

計 317,194千円
  

※２        ――――― 

 担保付債務は次のとおりであります。 

１年以内返済予定の 
長期借入金 

92,079千円

長期借入金 214,176千円

計 306,255千円
  

 

※３ 授権株式数及び発行済株式 

授権株式数 9,280株

発行済株式 2,930株
  

※３ 授権株式数及び発行済株式 

授権株式数 普通株式 117,200株

発行済株式 普通株式  32,300株
  

 ４ 偶発債務 

 当社は遊技機メーカーからパチンコホールへの遊

技機販売を代行する際に、その遊技機代金について

保証を行っております。 

有限会社安藤商事 138,156千円

株式会社ガイア 104,932千円

有限会社テクニカ 88,501千円

株式会社ダイナム 79,821千円

株式会社シーク 71,188千円

株式会社サンミヤタ 61,834千円

株式会社日進 57,312千円

株式会社コロナ 52,399千円

有限会社武下商会 52,066千円

株式会社関東伊藤商会 48,240千円

その他 2,735件 4,615,706千円

合計 5,370,159千円
  

 ４        ――――― 

 ５ 手形裏書譲渡高  6,360,907千円  ５ 手形裏書譲渡高  3,677,050千円 
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(訂正後) 
  

第14期 
(平成14年３月31日現在) 

第15期 
(平成15年３月31日現在) 

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

 区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれてい

るものは、次のとおりであります。 

買掛金 5,756,579千円

未払金 267,453千円

営業外支払手形 200,000千円
  

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

 区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれてい

るものは、次のとおりであります。 

買掛金 1,792,732千円

未払金 282,827千円

敷金保証金 524,000千円
  

※２ 担保資産及び担保付負債 

 担保資産に供している資産は次のとおりでありま

す。 

建物 129,795千円

土地 187,399千円

計 317,194千円
  

※２        ――――― 

 担保付債務は次のとおりであります。 

１年以内返済予定の 
長期借入金 

92,079千円

長期借入金 214,176千円

計 306,255千円
  

 

※３ 授権株式数及び発行済株式 

授権株式数 9,280株

発行済株式 2,930株
  

※３ 授権株式数及び発行済株式 

授権株式数 普通株式 117,200株

発行済株式 普通株式  32,300株
  

 ４ 偶発債務 

 当社は遊技機メーカーからパチンコホールへの遊

技機販売を代行する際に、その遊技機代金について

保証を行っております。 

有限会社安藤商事 138,156千円

株式会社ガイア 104,932千円

有限会社テクニカ 88,501千円

株式会社ダイナム 79,821千円

株式会社シーク 71,188千円

株式会社サンミヤタ 61,834千円

株式会社日進 57,312千円

株式会社コロナ 52,399千円

有限会社武下商会 52,066千円

株式会社関東伊藤商会 48,240千円

その他 2,735件 4,615,706千円

合計 5,370,159千円
  

 ４ 偶発債務 

 当社は遊技機メーカーからパチンコホールへの遊

技機販売を代行する際に、その遊技機代金について

保証を行っております｡ 

株式会社ガイア 71,029千円

有限会社恊進観光 48,021千円

有限会社大晃 41,409千円

有限会社ニイミ 35,590千円

株式会社サンビック 33,226千円

朝日商事株式会社 32,683千円

有限会社丸愛 31,597千円

株式会社三好屋興業 27,132千円

メイプラネット株式会社 24,103千円

有限会社グローバル 23,184千円

その他   368件 1,213,095千円

合計 1,581,073千円
 

 ５ 手形裏書譲渡高  6,360,907千円  ５ 手形裏書譲渡高  3,677,050千円 

 


