
 
 
 

平成20年６月 27日 
 
 
各 位 
 

会 社 名  住友重機械工業株式会社 

代表者名  代表取締役社長 中村 伸 

（コード番号  6302  東証・大証第一部） 

問合せ先  ＩＲ広報室長  大島 秀夫 

        （TEL．03-6737-2333） 

 
 

有価証券報告書の訂正について 
 
平成20年６月 27日付で、下記のとおり有価証券報告書等の訂正報告書を関東財務局に提出いたしました

のでお知らせいたします。 
 
１． 訂正を行う提出済書類 

(1) 平成16年6月 29日提出の第108期（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月 31日） 
  有価証券報告書 … 別紙１ 
(2) 平成17年6月 29日提出の第109期（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月 31日） 
  有価証券報告書 … 別紙２ 
(3) 平成18年6月 29日提出の第 110期（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月 31日） 
  有価証券報告書 … 別紙３ 
(4) 平成19年6月 28日提出の第 111期（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月 31日） 
  有価証券報告書 … 別紙４ 
(5) 平成17年 12月 22日提出の第 110期中（自 平成17年 4月1日 至 平成17年 9月 30日） 

半期報告書 … 別紙５ 
(6) 平成18年 12月 22日提出の第 111期中（自 平成18年 4月1日 至 平成18年 9月 30日） 
  半期報告書 … 別紙６ 
(7) 平成19年 12月 21日提出の第 112期中（自 平成19年 4月1日 至 平成19年 3月 30日） 
  半期報告書 … 別紙７ 
 

 
２． 訂正内容 

 「注記事項」における（連結貸借対照表関係）（貸借対照表関係）における記載に誤りが判明したた

め、別紙のように訂正いたしました。 
 

 
以上 

１ 



別紙1  

１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成16年６月29日に提出した第108期（自平成15年４月１日 至平成16年３月31日）の有価証券報

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) 

 

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は＿線で示しております。 

２ 



 

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15年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成16年３月31日） 

５ 保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関からの借入等に対し、債務保証を

行っている。 

５ 保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関からの借入等に対し、債務保証を

行っている。 

従業員(住宅資金融資) 3,207百万円

  （3,207百万円）

三井住友銀リース㈱  4,168百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （4,168百万円）

LBX COMPANY LLC 3,065百万円

(銀行借入) （3,065百万円）

興銀リース㈱ 1,054百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （1,054百万円）

住商リース㈱ 1,564百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （1,564百万円）

その他12件  921百万円

  （  756百万円）

合計 13,980百万円

  （13,815百万円） 

従業員(住宅資金融資) 2,475百万円

  （2,475百万円）

三井住友銀リース㈱  3,168百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （3,168百万円）

興銀リース㈱ 861百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （861百万円）

住商リース㈱ 1,094百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （1,094百万円）

その他８件 625百万円

  （  482百万円）

合計 8,223百万円

  （8,080百万円） 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ負担額(内数)を示す。

また、外貨建債務保証25,500千米ドル等(3,149百万円)が含まれ

ている。 

この他に下記連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対し、

保証予約等を行っている。 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ負担額(内数)を示す。

また、外貨建保証債務332千ユーロ(43百万円)が含まれている。

この他に下記連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対し、

保証予約等を行っている。 

新日本機械製鎖㈱ 298百万円

  （298百万円）

その他１件 150百万円

  （150百万円）

合計 449百万円

  （449百万円） 

新日本機械製鎖㈱ 214百万円

  （214百万円）

㈱オプテル 292百万円

  （292百万円）

その他１件 30百万円

  （ 30百万円）

合計 537百万円

  （537百万円） 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ負担額(内数)を示す。 なお、上記の( )内金額は、当社グループ負担額(内数)を示す。

  

３ 



 

(訂正後) 

前連結会計年度 

（平成15年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成16年３月31日） 

５ 保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関からの借入等に対し、債務保証を

行っている。 

５ 偶発債務 

（１）受取手形流動化に伴う買戻し義務 866百万円 

（２）保証債務 

   連結会社以外の会社の金融機関からの借入等に 

   対し、債務保証を行っている。 

従業員(住宅資金融資) 3,207百万円

  （3,207百万円）

三井住友銀リース㈱  4,168百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （4,168百万円）

LBX COMPANY LLC 3,065百万円

(銀行借入) （3,065百万円）

興銀リース㈱ 1,054百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （1,054百万円）

住商リース㈱ 1,564百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （1,564百万円）

その他12件  921百万円

  （  756百万円）

合計 13,980百万円

  （13,815百万円） 

従業員(住宅資金融資) 2,475百万円

  （2,475百万円）

三井住友銀リース㈱  3,168百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （3,168百万円）

興銀リース㈱ 861百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （861百万円）

住商リース㈱ 1,094百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （1,094百万円）

その他８件 625百万円

  （  482百万円）

合計 8,223百万円

  （8,080百万円） 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ負担額(内数)を示す。

また、外貨建債務保証25,500千米ドル等(3,149百万円)が含まれ

ている。 

この他に下記連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対し、

保証予約等を行っている。 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ負担額(内数)を示す。

また、外貨建保証債務332千ユーロ(43百万円)が含まれている。

この他に下記連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対し、

保証予約等を行っている。 

新日本機械製鎖㈱ 298百万円

  （298百万円）

その他１件 150百万円

  （150百万円）

合計 449百万円

  （449百万円） 

新日本機械製鎖㈱ 214百万円

  （214百万円）

㈱オプテル 292百万円

  （292百万円）

その他１件 30百万円

  （ 30百万円）

合計 537百万円

  （537百万円） 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ負担額(内数)を示す。 なお、上記の( )内金額は、当社グループ負担額(内数)を示す。

 

 

４ 



別紙2  

 

１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成17年６月29日に提出した第109期（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）の有価証券報

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) 

 

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は＿線で示しております。 

５ 



 

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16年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成17年３月31日） 

５ 保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関からの借入等に対し、債務保証を行っ

ている。 

５ 保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関からの借入等に対し、債務保証

を行っている。 

従業員(住宅資金融資) 2,475百万円

  （2,475百万円）

三井住友銀リース㈱  3,168百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （3,168百万円）

興銀リース㈱ 861百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （861百万円）

住商リース㈱ 1,094百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （1,094百万円）

その他８件 625百万円

  （  482百万円）

合計 8,223百万円

  （8,080百万円） 

従業員(住宅資金融資) 1,734百万円

  （1,734百万円）

三井住友銀リース㈱ 3,070百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （3,070百万円）

興銀リース㈱ 592百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （592百万円）

住商リース㈱ 578百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （578百万円）

その他８件 996百万円

  （  874百万円）

合計 6,970百万円

  （6,848百万円） 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ負担額(内数)を示す。また、

外貨建保証債務332千ユーロ(43百万円)が含まれている。 

この他に下記連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対し、保証

予約等を行っている。 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ負担額(内数)を示す。

この他に下記連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対

し、保証予約等を行っている。 

新日本機械製鎖㈱ 214百万円

  （214百万円）

㈱オプテル 292百万円

  （292百万円）

その他１件 30百万円

  （ 30百万円）

合計 537百万円

  （537百万円） 

新日本機械製鎖㈱ 194百万円

  （194百万円） 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ負担額(内数)を示す。 なお、上記の( )内金額は、当社グループ負担額(内数)を示す。

 

６ 



 

(訂正後) 

前連結会計年度 

（平成16年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成17年３月31日） 

５ 偶発債務 

（１）受取手形流動化に伴う買戻し義務 866百万円 

（２）保証債務 

   連結会社以外の会社の金融機関からの借入等に 

   対し、債務保証を行っている。 

５ 偶発債務 

（１）受取手形流動化に伴う買戻し義務 678百万円 

（２）保証債務 

   連結会社以外の会社の金融機関からの借入等に 

   対し、債務保証を行っている。 

従業員(住宅資金融資) 2,475百万円

  （2,475百万円）

三井住友銀リース㈱  3,168百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （3,168百万円）

興銀リース㈱ 861百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （861百万円）

住商リース㈱ 1,094百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （1,094百万円）

その他８件 625百万円

  （  482百万円）

合計 8,223百万円

  （8,080百万円） 

従業員(住宅資金融資) 2,475百万円

  （2,475百万円）

三井住友銀リース㈱  3,168百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （3,168百万円）

興銀リース㈱ 861百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （861百万円）

住商リース㈱ 1,094百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （1,094百万円）

その他８件 625百万円

  （  482百万円）

合計 8,223百万円

  （8,080百万円） 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ負担額(内数)を示す。

また、外貨建保証債務332千ユーロ(43百万円)が含まれている。

この他に下記連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対し、

保証予約等を行っている。 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ負担額(内数)を示す。

また、外貨建保証債務332千ユーロ(43百万円)が含まれている。

この他に下記連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対し、

保証予約等を行っている。 

新日本機械製鎖㈱ 214百万円

  （214百万円）

㈱オプテル 292百万円

  （292百万円）

その他１件 30百万円

  （ 30百万円）

合計 537百万円

  （537百万円） 

新日本機械製鎖㈱ 214百万円

  （214百万円）

㈱オプテル 292百万円

  （292百万円）

その他１件 30百万円

  （ 30百万円）

合計 537百万円

  （537百万円） 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ負担額(内数)を示す。なお、上記の( )内金額は、当社グループ負担額(内数)を示す。

 

 

 

７ 



別紙3  

 

１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成18年６月29日に提出した第110期（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）の有価証券報

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＿線で示しております。 

８ 



 

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17年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

５ 保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関からの借入等に対し、債務保証を行

っている。 

５ 保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関からの借入等に対し、債務保証

を行っている。 

従業員(住宅資金融資) 1,734百万円

  （1,734百万円）

三井住友銀リース㈱ 3,070百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （3,070百万円）

興銀リース㈱ 592百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （ 592百万円）

住商リース㈱ 578百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （ 578百万円）

その他８件 996百万円

  （ 874百万円）

合計 6,970百万円

  （6,848百万円） 

従業員(住宅資金融資) 1,454百万円

  （1,454百万円）

三井住友銀リース㈱ 2,705百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （2,705百万円）

興銀リース㈱ 520百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （ 520百万円）

首都圏リース㈱ 389百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （ 389百万円）

その他10件 853百万円

  （ 753百万円）

合計 5,922百万円

  （5,822百万円） 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ負担額(内数)を示す。 

この他に下記連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対し、保

証予約を行っている。 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ負担額(内数)を示す。

また、外貨建保証債務8,244千人民元(121百万円)が含まれてい

る。 

新日本機械製鎖㈱ 194百万円

  （194百万円） 

  

なお、上記の( )内金額は、当社グループ負担額(内数)を示す。   

 

９ 



(訂正後) 

前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

５ 偶発債務 

（１）受取手形流動化に伴う買戻し義務 678百万円 

（２）保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関からの借入等に対し、債務保証を行

っている。 

５ 偶発債務 

（１）受取手形流動化に伴う買戻し義務 3,029百万円 

（２）保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関からの借入等に対し、債務保証

を行っている。 

従業員(住宅資金融資) 1,734百万円

  （1,734百万円）

三井住友銀リース㈱ 3,070百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （3,070百万円）

興銀リース㈱ 592百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （ 592百万円）

住商リース㈱ 578百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （ 578百万円）

その他８件 996百万円

  （ 874百万円）

合計 6,970百万円

  （6,848百万円） 

従業員(住宅資金融資) 1,454百万円

  （1,454百万円）

三井住友銀リース㈱ 2,705百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （2,705百万円）

興銀リース㈱ 520百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （ 520百万円）

首都圏リース㈱ 389百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （ 389百万円）

その他10件 853百万円

  （ 753百万円）

合計 5,922百万円

  （5,822百万円） 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ負担額(内数)を示す。 

この他に下記連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対し、保

証予約を行っている。 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ負担額(内数)を示す。

また、外貨建保証債務8,244千人民元(121百万円)が含まれてい

る。 

新日本機械製鎖㈱ 194百万円

  （194百万円） 

  

なお、上記の( )内金額は、当社グループ負担額(内数)を示す。   
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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) 

前事業年度 

（平成17年３月31日） 

当事業年度 

（平成18年３月31日） 

５ 保証債務について ５ 保証債務について 

従業員(住宅資金融資) 1,654百万円

  (1,654百万円)

SUMITOMO MACHINERY 

CORPORATION OF AMERICA 
2,200百万円

(銀行借入等) (2,200百万円)

エスエイチアイ リゾート開発㈱ 158百万円

(銀行借入等) (158百万円)

その他３件 379百万円

  (257百万円)

合計 4,391百万円

  (4,270百万円) 

従業員(住宅資金融資) 1,390百万円

  (1,390百万円)

SUMITOMO MACHINERY 

CORPORATION OF AMERICA 
1,469百万円

(銀行借入) (1,469百万円)

その他４件 304百万円

  (205百万円)

合計 3,163百万円

  (3,063百万円) 

なお、上記の( )内金額は、当社負担額(内数)を示す。 

また、外貨建保証債務21,500千米ドル(2,307百万円)が含まれてい

る。 

なお、上記の( )内金額は、当社負担額(内数)を示す。 

また、外貨建保証債務13,000千米ドル(1,527百万円)が含まれ

ている。 

この他に下記関係会社等の金融機関借入等に対し、保証予約を行っ

ている。 

―――――― 

エスエイチアイ リゾート開発㈱ 220百万円

  (220百万円)

住友重機械精機販売㈱ 1,118百万円

  (1,118百万円)

住友重機械ハイマテックス㈱ 753百万円

  (753百万円)

住重制御システム㈱ 649百万円

  (649百万円)

住重フォージング㈱ 1,650百万円

  (1,650百万円)

㈱植田歯車精機工業所 910百万円

  (910百万円)

住重機器システム㈱ 636百万円

  (636百万円)

その他７件 1,029百万円

  (1,029百万円)

合計 6,966百万円

  (6,966百万円) 

      

なお、上記の( )内金額は、当社負担額(内数)を示す。    
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(訂正後) 

前事業年度 

（平成17年３月31日） 

当事業年度 

（平成18年３月31日） 

５ 保証債務について ５ 偶発債務について 

（１）受取手形流動化に伴う買戻し義務 998百万円 

（２）保証債務 

従業員(住宅資金融資) 1,654百万円

  (1,654百万円)

SUMITOMO MACHINERY 

CORPORATION OF AMERICA 
2,200百万円

(銀行借入等) (2,200百万円)

エスエイチアイ リゾート開発㈱ 158百万円

(銀行借入等) (158百万円)

その他３件 379百万円

  (257百万円)

合計 4,391百万円

  (4,270百万円) 

従業員(住宅資金融資) 1,390百万円

  (1,390百万円)

SUMITOMO MACHINERY 

CORPORATION OF AMERICA 
1,469百万円

(銀行借入) (1,469百万円)

その他４件 304百万円

  (205百万円)

合計 3,163百万円

  (3,063百万円) 

なお、上記の( )内金額は、当社負担額(内数)を示す。 

また、外貨建保証債務21,500千米ドル(2,307百万円)が含まれてい

る。 

なお、上記の( )内金額は、当社負担額(内数)を示す。 

また、外貨建保証債務13,000千米ドル(1,527百万円)が含まれ

ている。 

この他に下記関係会社等の金融機関借入等に対し、保証予約を行っ

ている。 

―――――― 

エスエイチアイ リゾート開発㈱ 220百万円

  (220百万円)

住友重機械精機販売㈱ 1,118百万円

  (1,118百万円)

住友重機械ハイマテックス㈱ 753百万円

  (753百万円)

住重制御システム㈱ 649百万円

  (649百万円)

住重フォージング㈱ 1,650百万円

  (1,650百万円)

㈱植田歯車精機工業所 910百万円

  (910百万円)

住重機器システム㈱ 636百万円

  (636百万円)

その他７件 1,029百万円

  (1,029百万円)

合計 6,966百万円

  (6,966百万円) 

  

  

   

  

なお、上記の( )内金額は、当社負担額(内数)を示す。   
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別紙4  

 

１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成19年６月28日に提出した第111期（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）の有価証券報

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＿線で示しております。 

１３ 



 

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18年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

６ 保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関からの借入等に対し、債務保証を

行っている。 

６ 保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関からの借入等に対し、債務保証を

行っている。 

従業員(住宅資金融資) 1,454百万円

  （1,454百万円）

三井住友銀リース㈱ 2,705百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （2,705百万円）

興銀リース㈱ 520百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （ 520百万円）

首都圏リース㈱ 389百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （ 389百万円）

その他10件 853百万円

  （ 753百万円）

合計 5,922百万円

  （5,822百万円） 

従業員(住宅資金融資)   1,122百万円

  （1,122百万円）

三井住友銀リース㈱   1,894百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （1,894百万円）

中国農業銀行 1,146百万円

  （1,146百万円）

興銀リース㈱    511百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （  511百万円）

首都圏リース㈱    458百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （ 458百万円）

その他10件    1,060百万円

  （  984百万円）

合計   6,189百万円

  （6,114百万円） 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ負担額(内数)を示す。

また、外貨建保証債務8,244千人民元(121百万円)が含まれてい

る。 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ負担額(内数)を示す。

また、外貨建保証債務75,257千人民元(1,148百万円)が含まれて

いる。 
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(訂正後) 

前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

６ 偶発債務 

（１）受取手形流動化に伴う買戻し義務 3,029百万円 

（２）保証債務 

６ 偶発債務 

（１）受取手形流動化に伴う買戻し義務 3,201百万円 

（２）保証債務 

従業員(住宅資金融資) 1,454百万円

  （1,454百万円）

三井住友銀リース㈱ 2,705百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （2,705百万円）

興銀リース㈱ 520百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （ 520百万円）

首都圏リース㈱ 389百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （ 389百万円）

その他10件 853百万円

  （ 753百万円）

合計 5,922百万円

  （5,822百万円） 

従業員(住宅資金融資)   1,122百万円

  （1,122百万円）

三井住友銀リース㈱   1,894百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （1,894百万円）

中国農業銀行 1,146百万円

  （1,146百万円）

興銀リース㈱    511百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （  511百万円）

首都圏リース㈱    458百万円

(リース契約に伴う買取保証等) （ 458百万円）

その他10件    1,060百万円

  （  984百万円）

合計   6,189百万円

  （6,114百万円） 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ負担額(内数)を示す。

また、外貨建保証債務8,244千人民元(121百万円)が含まれてい

る。 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ負担額(内数)を示す。

また、外貨建保証債務75,257千人民元(1,148百万円)が含まれて

いる。 

 

１５ 



 

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18年３月31日） 

当事業年度 

（平成19年３月31日） 

５ 保証債務について ５ 保証債務について 

従業員(住宅資金融資) 1,390百万円

  (1,390百万円)

SUMITOMO MACHINERY 

CORPORATION OF AMERICA 
1,469百万円

(銀行借入) (1,469百万円)

その他４件 304百万円

  (205百万円)

合計 3,163百万円

  (3,063百万円) 

従業員(住宅資金融資)   1,064百万円

  (1,064百万円)

LINK-BELT CONSTRUCTION 

EQUIPMENT COMPANY L.P.,LLLP 
  1,653百万円

(銀行借入) (1,653百万円)

SUMITOMO MACHINERY 

CORPORATION OF AMERICA 
  1,476百万円

(銀行借入) (1,476百万円)

その他２件    119百万円

  (43百万円)

合計   4,313百万円

  (4,237百万円) 

なお、上記の( )内金額は、当社負担額(内数)を示す。 

また、外貨建保証債務13,000千米ドル(1,527百万円)が含まれて

いる。 

なお、上記の( )内金額は、当社負担額(内数)を示す。 

また、外貨建保証債務26,500千米ドル(3,129百万円)が含まれて

いる。 
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(訂正後) 

前事業年度 

（平成18年３月31日） 

当事業年度 

（平成19年３月31日） 

５ 偶発債務について 

（１）受取手形流動化に伴う買戻し義務 998百万円 

（２）保証債務 

５ 偶発債務について 

（１）受取手形流動化に伴う買戻し義務 949百万円 

（２）保証債務 

従業員(住宅資金融資) 1,390百万円

  (1,390百万円)

SUMITOMO MACHINERY 

CORPORATION OF AMERICA 
1,469百万円

(銀行借入) (1,469百万円)

その他４件 304百万円

  (205百万円)

合計 3,163百万円

  (3,063百万円) 

従業員(住宅資金融資)   1,064百万円

  (1,064百万円)

LINK-BELT CONSTRUCTION 

EQUIPMENT COMPANY L.P.,LLLP 
  1,653百万円

(銀行借入) (1,653百万円)

SUMITOMO MACHINERY 

CORPORATION OF AMERICA 
  1,476百万円

(銀行借入) (1,476百万円)

住友重機械エンバイロメント㈱   461百万円

  ( 461百万円)

その他２件    119百万円

  (  43百万円)

合計   4,774百万円

  (4,698百万円) 

なお、上記の( )内金額は、当社負担額(内数)を示す。 

また、外貨建保証債務13,000千米ドル(1,527百万円)が含まれて

いる。 

なお、上記の( )内金額は、当社負担額(内数)を示す。 

また、外貨建保証債務26,500千米ドル(3,129百万円)が含まれて

いる。 
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別紙5  

 

１【半期報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成17年12月22日に提出した第110期中（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）の半期報

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半期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 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) 

 

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は＿線で示しております。 

１８ 



 

 

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) 

前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 

(平成17年３月31日) 

 ４ 保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入

等に対し、債務保証を行っている。 

４ 保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関等からの借

入等に対し、債務保証を行っている。 

 ４ 保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関等からの借

入等に対し、債務保証を行っている。 

従業員(住宅資金融資) 

  1,955百万円

  (1,955百万円)

三井住友銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  3,236百万円

  (3,236百万円)

興銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  673百万円

  (673百万円)

住商リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  688百万円

  (688百万円)

その他７件 590百万円

  (458百万円)

計 7,141百万円

  (7,009百万円) 

従業員(住宅資金融資) 

  1,575百万円

  (1,575百万円)

三井住友銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  2,881百万円

  (2,881百万円)

興銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  555百万円

  (555百万円)

住商リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  458百万円

  (458百万円)

その他７件 635百万円

  (524百万円)

計 6,104百万円

  (5,994百万円) 

従業員(住宅資金融資) 

  1,734百万円

  (1,734百万円)

三井住友銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  3,070百万円

  (3,070百万円)

興銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  592百万円

  (592百万円)

首都圏リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  578百万円

  (578百万円)

その他10件 996百万円

  (874百万円)

計 6,970百万円

  (6,848百万円) 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ負

担額(内数)を示す。また。上記には外貨建保

証債務332千ユーロ(46百万円)が含まれてい

る。 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ

負担額(内数)を示す。 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ

負担額(内数)を示す。 

この他に下記連結会社以外の会社の金融機関

からの借入に対し、保証予約を行っている。 

この他に下記連結会社以外の会社の金融機

関からの借入に対し、保証予約を行ってい

る。 

この他に下記連結会社以外の会社の金融機

関からの借入に対し、保証予約を行ってい

る。 

新日本機械製鎖㈱ 280百万円

  (280百万円)

㈱オプテル 308百万円

  (308百万円)

  計 589百万円

  (589百万円) 

新日本機械製鎖㈱ 224百万円

  (224百万円) 

新日本機械製鎖㈱ 194百万円

  (194百万円) 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ負

担額(内数)を示す。 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ

負担額(内数)を示す。 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ

負担額(内数)を示す。 

 

１９ 



 

 (訂正後) 

前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 

(平成17年３月31日) 

４ 偶発債務 

 (1) 受取手形流動化に伴う買戻し 

    義務 698百万円 

 (2) 保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入

等に対し、債務保証を行っている。 

４ 偶発債務 

 (1) 受取手形流動化に伴う買戻し 

    義務 180百万円 

 (2) 保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関等からの借

入等に対し、債務保証を行っている。 

４ 偶発債務 

 (1) 受取手形流動化に伴う買戻し 

    義務 678百万円 

 (2) 保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関等からの借

入等に対し、債務保証を行っている。 

従業員(住宅資金融資) 

  1,955百万円

  (1,955百万円)

三井住友銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  3,236百万円

  (3,236百万円)

興銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  673百万円

  (673百万円)

住商リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  688百万円

  (688百万円)

その他７件 590百万円

  (458百万円)

計 7,141百万円

  (7,009百万円) 

従業員(住宅資金融資) 

  1,575百万円

  (1,575百万円)

三井住友銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  2,881百万円

  (2,881百万円)

興銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  555百万円

  (555百万円)

住商リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  458百万円

  (458百万円)

その他７件 635百万円

  (524百万円)

計 6,104百万円

  (5,994百万円) 

従業員(住宅資金融資) 

  1,734百万円

  (1,734百万円)

三井住友銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  3,070百万円

  (3,070百万円)

興銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  592百万円

  (592百万円)

首都圏リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  578百万円

  (578百万円)

その他10件 996百万円

  (874百万円)

計 6,970百万円

  (6,848百万円) 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ負

担額(内数)を示す。また。上記には外貨建保

証債務332千ユーロ(46百万円)が含まれてい

る。 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ

負担額(内数)を示す。 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ

負担額(内数)を示す。 

この他に下記連結会社以外の会社の金融機関

からの借入に対し、保証予約を行っている。 

この他に下記連結会社以外の会社の金融機

関からの借入に対し、保証予約を行ってい

る。 

この他に下記連結会社以外の会社の金融機

関からの借入に対し、保証予約を行ってい

る。 

新日本機械製鎖㈱ 280百万円

  (280百万円)

㈱オプテル 308百万円

  (308百万円)

  計 589百万円

  (589百万円) 

新日本機械製鎖㈱ 224百万円

  (224百万円) 

新日本機械製鎖㈱ 194百万円

  (194百万円) 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ負

担額(内数)を示す。 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ

負担額(内数)を示す。 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ

負担額(内数)を示す。 

 

 

 

 

２０ 



別紙6  

 

１【半期報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成18年12月22日に提出した第111期中（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）の半期報

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半期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 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＿線で示しております。 

 

２１ 



 

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) 

前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 

(平成18年３月31日) 

 ５ 保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関等からの

借入等に対し、債務保証を行っている。 

 ５ 保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関等からの借

入等に対し、債務保証を行っている。 

 ５ 保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関等からの借

入等に対し、債務保証を行っている。 

従業員(住宅資金融資) 

  1,575百万円

  (1,575百万円)

三井住友銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  2,881百万円

  (2,881百万円)

興銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  555百万円

  (555百万円)

住商リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  458百万円

  (458百万円)

その他７件 635百万円

  (524百万円)

計 6,104百万円

  (5,994百万円) 

従業員(住宅資金融資) 

  1,278百万円

  (1,278百万円)

三井住友銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  2,538百万円

  (2,538百万円)

中国農業銀行 

(銀行ローン保証) 

  608百万円

  (608百万円)

興銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  446百万円

  (446百万円)

その他９件 943百万円

  (854百万円)

計 5,812百万円

  (5,723百万円) 

従業員(住宅資金融資) 

  1,454百万円

  (1,454百万円)

三井住友銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  2,705百万円

  (2,705百万円)

興銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  520百万円

  (520百万円)

首都圏リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  389百万円

  (389百万円)

その他10件 853百万円

  (753百万円)

計 5,922百万円

  (5,822百万円) 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ

負担額(内数)を示す。 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ負

担額(内数)を示す。また、上記には外貨建保

証債務42,211千人民元(608百万円)が含ま

れている。 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ負

担額(内数)を示す。また、上記には外貨建保

証債務8,244千人民元(121百万円)が含まれ

ている。 

この他に下記連結会社以外の会社の金融

機関からの借入に対し、保証予約を行って

いる。 

   ―――――    ――――― 

新日本機械製鎖㈱ 224百万円

  (224百万円) 

  

   

  

   

なお、上記の( )内金額は、当社グループ

負担額(内数)を示す。 

    

 

２２ 



 

 (訂正後) 

前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 

(平成18年３月31日) 

５ 偶発債務 

 (1) 受取手形流動化に伴う買戻し    義

務 180百万円 

 (2) 保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関等からの

借入等に対し、債務保証を行っている。 

５ 偶発債務 

 (1) 受取手形流動化に伴う買戻し    義務

4,060百万円 

 (2) 保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関等からの借

入等に対し、債務保証を行っている。 

５ 偶発債務 

 (1) 受取手形流動化に伴う買戻し    義務

3,029百万円 

 (2) 保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関等からの借

入等に対し、債務保証を行っている。 

従業員(住宅資金融資) 

  1,575百万円

  (1,575百万円)

三井住友銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  2,881百万円

  (2,881百万円)

興銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  555百万円

  (555百万円)

住商リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  458百万円

  (458百万円)

その他７件 635百万円

  (524百万円)

計 6,104百万円

  (5,994百万円) 

従業員(住宅資金融資) 

  1,278百万円

  (1,278百万円)

三井住友銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  2,538百万円

  (2,538百万円)

中国農業銀行 

(銀行ローン保証) 

  608百万円

  (608百万円)

興銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  446百万円

  (446百万円)

その他９件 943百万円

  (854百万円)

計 5,812百万円

  (5,723百万円) 

従業員(住宅資金融資) 

  1,454百万円

  (1,454百万円)

三井住友銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  2,705百万円

  (2,705百万円)

興銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  520百万円

  (520百万円)

首都圏リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  389百万円

  (389百万円)

その他10件 853百万円

  (753百万円)

計 5,922百万円

   

なお、上記の( )内金額は、当社グループ

負担額(内数)を示す。 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ負

担額(内数)を示す。また、上記には外貨建保

証債務42,211千人民元(608百万円)が含ま

れている。 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ負

担額(内数)を示す。また、上記には外貨建保

証債務8,244千人民元(121百万円)が含まれ

ている。 

この他に下記連結会社以外の会社の金融

機関からの借入に対し、保証予約を行って

いる。 

   ―――――    ――――― 

新日本機械製鎖㈱ 224百万円

  (224百万円) 

  

   

  

   

なお、上記の( )内金額は、当社グループ

負担額(内数)を示す。 

    

(5,822百万円)

 

２３ 



 

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) 

前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前事業年度末 

（平成18年３月31日） 

 ４ 保証債務 

他の会社の金融機関等からの借入等に対し、

債務保証を行っている。 

 ４ 保証債務 

他の会社の金融機関等からの借入等に対

し、債務保証を行っている。 

 ４ 保証債務 

他の会社の金融機関等からの借入等に対し、

債務保証を行っている。 

従業員(住宅資金融資) 

  1,508百万円 

  (1,508百万円) 

SUMITOMO MACHINERY 

CORPORATION OF AMERICA 

(銀行借入等) 1,472百万円 

  (1,472百万円) 

エスエイチアイ リゾート開発㈱ 

(銀行借入等) 136百万円 

  (136百万円) 

㈱エンルムマリーナ室蘭 

(銀行借入等) 130百万円 

  (19百万円) 

合計 3,246百万円 

  (3,135百万円)  

従業員(住宅資金融資) 

  1,218百万円

  (1,218百万円)

SHI PLASTICS MACHINERY    

INC. OF AMERICA  

(銀行借入等) 236百万円

  (236百万円)

㈱エンルムマリーナ室蘭 

(銀行借入等) 104百万円

  (15百万円)

住友重機械工業(上海)有限公司 

(銀行借入等) 15百万円

  (15百万円)

合計 1,573百万円

  (1,484百万円) 

従業員(住宅資金融資) 

  1,390百万円

  (1,390百万円)

SUMITOMO MACHINERY 

CORPORATION OF AMERICA 

(銀行借入等) 1,469百万円

  (1,469百万円)

その他４件 

  304百万円

  (205百万円)

 合計 3,163百万円

  (3,063百万円) 

なお、上記の( )内金額は、当社負担額(内

数)を示す。 

なお、上記の( )内金額は、当社負担額(内

数)を示す。 

なお、上記の( )内金額は、当社負担額（内

数）を示す。 

また、上記には外貨建保証債務13,000千米

ドル(1,472百万円)が含まれている。 

また、上記には外貨建保証債務2,000千米

ドル(236百万円)が含まれている。 

また、上記には外貨建保証債務13,000千米

ドル(1,527百万円)が含まれている。 

  

２４ 



 

 

前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前事業年度末 

（平成18年３月31日） 

この他に下記関係会社等の金融機関からの

借入に対し、保証予約等を行っている。 

この他に下記関係会社の金融機関からの借

入に対し、経営指導念書を差し入れている。

   ――――― 

エスエイチアイ リゾート開発㈱ 

  120百万円

  (120百万円)

住友重機械ハイマテックス㈱ 

  649百万円

  (649百万円)

住友重機械精機販売㈱ 

  791百万円

  (791百万円)

住重フォージング㈱ 

  1,090百万円

  (1,090百万円)

㈱植田歯車精機工業所 

  980百万円

  (980百万円)

住友重機械テクノフォート㈱ 

  606百万円

  (606百万円)

住重特機サービス㈱ 

  525百万円

  (525百万円)

その他７件 761百万円

  (761百万円)

合計 5,522百万円

  (5,522百万円) 

住友重機械工業(上海)有限公司 

 15百万円

 (15百万円) 

  

なお、上記の( )内金額は、当社負担額(内

数)を示す。 

なお、上記の( )内金額は、当社負担額(内

数)を示す。  

  

 

２５ 



 

 (訂正後) 

前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前事業年度末 

（平成18年３月31日） 

 ４ 保証債務 

他の会社の金融機関等からの借入等に対し、

債務保証を行っている。 

４ 偶発債務 

 (1) 受取手形流動化に伴う買戻し 

    義務 1,416百万円 

 (2) 保証債務 

他の会社の金融機関等からの借入等に対

し、債務保証を行っている。 

４ 偶発債務 

 (1) 受取手形流動化に伴う買戻し 

    義務 998百万円 

 (2) 保証債務 

他の会社の金融機関等からの借入等に対し、

債務保証を行っている。 

従業員(住宅資金融資) 

  1,508百万円 

  (1,508百万円) 

SUMITOMO MACHINERY 

CORPORATION OF AMERICA 

(銀行借入等) 1,472百万円 

  (1,472百万円) 

エスエイチアイ リゾート開発㈱ 

(銀行借入等) 136百万円 

  (136百万円) 

㈱エンルムマリーナ室蘭 

(銀行借入等) 130百万円 

  (19百万円) 

合計 3,246百万円 

  (3,135百万円)  

従業員(住宅資金融資) 

  1,218百万円

  (1,218百万円)

SHI PLASTICS MACHINERY    

INC. OF AMERICA  

(銀行借入等) 236百万円

  (236百万円)

㈱エンルムマリーナ室蘭 

(銀行借入等) 104百万円

  (15百万円)

住友重機械工業(上海)有限公司 

(銀行借入等) 15百万円

  (15百万円)

合計 1,573百万円

  (1,484百万円) 

従業員(住宅資金融資) 

  1,390百万円

  (1,390百万円)

SUMITOMO MACHINERY 

CORPORATION OF AMERICA 

(銀行借入等) 1,469百万円

  (1,469百万円)

その他４件 

  304百万円

  (205百万円)

 合計 3,163百万円

  (3,063百万円) 

なお、上記の( )内金額は、当社負担額(内

数)を示す。 

なお、上記の( )内金額は、当社負担額(内

数)を示す。 

なお、上記の( )内金額は、当社負担額（内

数）を示す。 

また、上記には外貨建保証債務13,000千米

ドル(1,472百万円)が含まれている。 

また、上記には外貨建保証債務2,000千米

ドル(236百万円)が含まれている。 

また、上記には外貨建保証債務13,000千米

ドル(1,527百万円)が含まれている。 

  

２６ 



 

 

前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前事業年度末 

（平成18年３月31日） 

この他に下記関係会社等の金融機関からの

借入に対し、保証予約等を行っている。 

この他に下記関係会社の金融機関からの借

入に対し、経営指導念書を差し入れている。

   ――――― 

エスエイチアイ リゾート開発㈱ 

  120百万円

  (120百万円)

住友重機械ハイマテックス㈱ 

  649百万円

  (649百万円)

住友重機械精機販売㈱ 

  791百万円

  (791百万円)

住重フォージング㈱ 

  1,090百万円

  (1,090百万円)

㈱植田歯車精機工業所 

  980百万円

  (980百万円)

住友重機械テクノフォート㈱ 

  606百万円

  (606百万円)

住重特機サービス㈱ 

  525百万円

  (525百万円)

その他７件 761百万円

  (761百万円)

合計 5,522百万円

  (5,522百万円) 

住友重機械工業(上海)有限公司 

 15百万円

 (15百万円) 

  

なお、上記の( )内金額は、当社負担額(内

数)を示す。 

なお、上記の( )内金額は、当社負担額(内

数)を示す。  

  

 

 

 

 

２７ 



別紙7  

 

１【半期報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成19年12月21日に提出した第111期中（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日）の半期報

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半期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＿線で示しております。 

 

２８ 



 

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) 

前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 

(平成19年３月31日) 

 ５ 保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関等からの借

入等に対し、債務保証を行っている。 

 ５ 保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関等からの借

入等に対し、債務保証を行っている。 

 ５ 保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関等からの借

入等に対し、債務保証を行っている。 

従業員(住宅資金融資) 

  1,278百万円

  (1,278百万円)

三井住友銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  2,538百万円

  (2,538百万円)

中国農業銀行 

(銀行ローン保証) 

  608百万円

  (608百万円)

興銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  446百万円

  (446百万円)

その他９件 943百万円

  (854百万円)

計 5,812百万円

  (5,723百万円) 

従業員(住宅資金融資) 

    1,020百万円

  (1,020百万円)

三井住友銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

    2,316百万円

  (2,316百万円)

中国農業銀行 

(銀行ローン保証) 

  1,316百万円

  (1,316百万円)

首都圏リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

   686百万円

  (686百万円)

その他10件 1,355百万円

  (1,283百万円)

計   6,693百万円

  (6,621百万円) 

従業員(住宅資金融資) 

    1,122百万円

  (1,122百万円)

三井住友銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

   1,894百万円

  (1,894百万円)

中国農業銀行 

(銀行ローン保証) 

  1,146百万円

  (1,146百万円)

興銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  511百万円

  (  511百万円)

首都圏リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  458百万円

  (  458百万円)

その他10件 1,060百万円

  (  984百万円)

計 6,189百万円

  (6,114百万円) 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ

負担額(内数)を示す。また、上記には外貨

建保証債務42,211千人民元(608百万円)が

含まれている。 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ

負担額(内数)を示す。また、上記には外貨

建保証債務81,451千人民元(1,320百万円)

が含まれている。 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ

負担額(内数)を示す。また、上記には外貨

建保証債務75,257千人民元(1,148百万円)

が含まれている。 

 

２９ 



 

 (訂正後) 

前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 

(平成19年３月31日) 

５ 偶発債務 

 (1) 受取手形流動化に伴う買戻し    義

務 4,060百万円 

 (2) 保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関等からの借

入等に対し、債務保証を行っている。 

５ 偶発債務 

 (1) 受取手形流動化に伴う買戻し    義

務 2,824百万円 

 (2) 保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関等からの借

入等に対し、債務保証を行っている。 

５ 偶発債務 

 (1) 受取手形流動化に伴う買戻し    義

務 3,201百万円 

 (2) 保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関等からの借

入等に対し、債務保証を行っている。 

従業員(住宅資金融資) 

  1,278百万円

  (1,278百万円)

三井住友銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  2,538百万円

  (2,538百万円)

中国農業銀行 

(銀行ローン保証) 

  608百万円

  (608百万円)

興銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  446百万円

  (446百万円)

その他９件 943百万円

  (854百万円)

計 5,812百万円

  (5,723百万円) 

従業員(住宅資金融資) 

    1,020百万円

  (1,020百万円)

三井住友銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

    2,316百万円

  (2,316百万円)

中国農業銀行 

(銀行ローン保証) 

  1,316百万円

  (1,316百万円)

首都圏リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

   686百万円

  (686百万円)

その他10件 1,355百万円

  (1,283百万円)

計   6,693百万円

  (6,621百万円) 

従業員(住宅資金融資) 

    1,122百万円

  (1,122百万円)

三井住友銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

   1,894百万円

  (1,894百万円)

中国農業銀行 

(銀行ローン保証) 

  1,146百万円

  (1,146百万円)

興銀リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  511百万円

  (  511百万円)

首都圏リース㈱ 

(リース契約に伴う買取保証等) 

  458百万円

  (  458百万円)

その他10件 1,060百万円

  (  984百万円)

計 6,189百万円

  (6,114百万円) 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ

負担額(内数)を示す。また、上記には外貨

建保証債務42,211千人民元(608百万円)が

含まれている。 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ

負担額(内数)を示す。また、上記には外貨

建保証債務81,451千人民元(1,320百万円)

が含まれている。 

なお、上記の( )内金額は、当社グループ

負担額(内数)を示す。また、上記には外貨

建保証債務75,257千人民元(1,148百万円)

が含まれている。 

 

３０ 



 

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) 

前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度末 

（平成19年３月31日） 

 ４ 保証債務 

他の会社の金融機関等からの借入等に対し、

債務保証を行っている。 

 ４ 保証債務 

他の会社の金融機関等からの借入等に対

し、債務保証を行っている。 

 ４ 保証債務 

他の会社の金融機関等からの借入等に対

し、債務保証を行っている。 

従業員(住宅資金融資) 

  1,218百万円 

  (1,218百万円) 

SHI PLASTICS MACHINERY    

INC. OF AMERICA  

(銀行借入等) 236百万円 

  (236百万円) 

㈱エンルムマリーナ室蘭 

(銀行借入等) 104百万円 

  (15百万円) 

住友重機械工業(上海)有限公司 

(銀行借入等) 15百万円 

  (15百万円) 

合計 1,573百万円 

  (1,484百万円)  

従業員(住宅資金融資) 

      966百万円

  (966百万円)

LINK-BELT CONSTRUCTION 

EQUIPMENT COMPANY L.P.,LLLP 

(銀行借入等)    808百万円

  (808百万円)

SUMITOMO MACHINERY 

CORPORATION OF AMERICA 

(銀行借入等) 866百万円 

  (866百万円)

SHI PLASTICS MACHINERY    

INC. OF AMERICA  

  (銀行借入等) 35百万円 

  (35百万円)

住友重機械工業(上海)有限公司 

(銀行借入等)  30百万円

  (30百万円)

㈱エンルムマリーナ室蘭 

(銀行借入等)    85百万円

  (13百万円)

合計  2,789百万円

  ( 2,717百万円) 

従業員(住宅資金融資) 

  1,064百万円

  (1,064百万円)

LINK-BELT CONSTRUCTION 

EQUIPMENT COMPANY L.P.,LLLP 

(銀行借入等) 1,653百万円

  (1,653百万円)

SUMITOMO MACHINERY 

CORPORATION OF AMERICA 

(銀行借入等) 1,476百万円

  (1,476百万円)

その他２件 

  119百万円

  (   43百万円)

 合計 4,313百万円

  (4,237百万円) 

なお、上記の( )内金額は、当社負担額(内

数)を示す。 

なお、上記の( )内金額は、当社負担額(内

数)を示す。 

なお、上記の( )内金額は、当社負担額（内

数）を示す。 

また、上記には外貨建保証債務2,000千米ド

ル(236百万円)が含まれている。 

また、上記には外貨建保証債務14,800千米

ドル(1,709百万円)が含まれている。 

また、上記には外貨建保証債務26,500千米

ドル(3,129百万円)が含まれている。 

この他に下記関係会社の金融機関からの借

入に対し、経営指導念書を差し入れている。 

   ―――――    ――――― 

住友重機械工業(上海)有限公司 

 15百万円

 (15百万円) 

    

なお、上記の( )内金額は、当社負担額(内

数)を示す。  

    

 

３１ 



 

 (訂正後) 

前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度末 

（平成19年３月31日） 

５ 偶発債務 

 (1) 受取手形流動化に伴う買戻し 

    義務 1,416百万円 

 (2) 保証債務 

他の会社の金融機関等からの借入等に対し、

債務保証を行っている。 

５ 偶発債務 

 (1) 受取手形流動化に伴う買戻し 

    義務 1,076百万円 

 (2) 保証債務 

他の会社の金融機関等からの借入等に対

し、債務保証を行っている。 

５ 偶発債務 

 (1) 受取手形流動化に伴う買戻し 

    義務 949百万円 

 (2) 保証債務 

他の会社の金融機関等からの借入等に対

し、債務保証を行っている。 

従業員(住宅資金融資) 

  1,218百万円 

  (1,218百万円) 

SHI PLASTICS MACHINERY    

INC. OF AMERICA  

(銀行借入等) 236百万円 

  (236百万円) 

㈱エンルムマリーナ室蘭 

(銀行借入等) 104百万円 

  (15百万円) 

住友重機械工業(上海)有限公司 

(銀行借入等) 15百万円 

  (15百万円) 

合計 1,573百万円 

  (1,484百万円)  

住友建機製造㈱ 

  4,595百万円

  (4,595百万円)

従業員(住宅資金融資) 

      966百万円

  (966百万円)

LINK-BELT CONSTRUCTION 

EQUIPMENT COMPANY L.P.,LLLP 

(銀行借入等)    808百万円

  (808百万円)

SUMITOMO MACHINERY 

CORPORATION OF AMERICA 

(銀行借入等) 866百万円 

  (866百万円)

住友重機械エンバイロメント㈱ 

      772百万円

  (772百万円)

SHI PLASTICS MACHINERY    

INC. OF AMERICA  

  (銀行借入等) 35百万円 

  (35百万円)

住友重機械工業(上海)有限公司 

(銀行借入等)  30百万円

  (30百万円)

㈱エンルムマリーナ室蘭 

(銀行借入等)    85百万円

  (13百万円)

合計 8,155百万円

  (8,083百万円) 

従業員(住宅資金融資) 

  1,064百万円

  (1,064百万円)

LINK-BELT CONSTRUCTION 

EQUIPMENT COMPANY L.P.,LLLP 

(銀行借入等) 1,653百万円

  (1,653百万円)

SUMITOMO MACHINERY 

CORPORATION OF AMERICA 

(銀行借入等) 1,476百万円

  (1,476百万円)

住友重機械エンバイロメント㈱ 

      461百万円

  ( 461百万円)

その他２件 

  119百万円

  (   43百万円)

 合計 4,774百万円

  (4,698百万円) 

なお、上記の( )内金額は、当社負担額(内

数)を示す。 

なお、上記の( )内金額は、当社負担額(内

数)を示す。 

なお、上記の( )内金額は、当社負担額（内

数）を示す。 

また、上記には外貨建保証債務2,000千米ド

ル(236百万円)が含まれている。 

また、上記には外貨建保証債務14,800千米

ドル(1,709百万円)が含まれている。 

また、上記には外貨建保証債務26,500千米

ドル(3,129百万円)が含まれている。 

この他に下記関係会社の金融機関からの借

入に対し、経営指導念書を差し入れている。 

   ―――――    ――――― 

住友重機械工業(上海)有限公司 

 15百万円

 (15百万円) 

    

なお、上記の( )内金額は、当社負担額(内

数)を示す。  

    

 

 

 

３２ 
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