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【代表者の役職氏名】 取締役社長   小　池　好　智

【本店の所在の場所】 東京都台東区池之端一丁目４番26号

【電話番号】 03(3822)5036(代表)

【事務連絡者氏名】 経営管理部長  吉　村　　巧

【最寄りの連絡場所】 東京都台東区池之端一丁目４番26号

【電話番号】 03(3822)5036(代表)

【事務連絡者氏名】 経営管理部長  吉　村　　巧

【縦覧に供する場所】 クミアイ化学工業株式会社　札幌支店

　(北海道札幌市中央区北一条西四丁目２番地２)

クミアイ化学工業株式会社　本社分室

　(静岡県静岡市清水区渋川100番地)

クミアイ化学工業株式会社　名古屋支店

　(愛知県名古屋市中区錦二丁目15番22号)

クミアイ化学工業株式会社　大阪支店

　(大阪府大阪市北区西天満一丁目２番５号)

クミアイ化学工業株式会社　九州支店

　(福岡県福岡市博多区祗園町１番28号)

株式会社東京証券取引所

　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

(注)　上記の札幌支店及び九州支店は、金融商品取引法に規定する縦

覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供

する場所としております。
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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26年１月31日に提出いたしました第65期（自　平成24年11月１日　至　平成25年10月31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

　　　　（金融商品関係）

　　　　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。
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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】

(金融商品関係)

     (訂正前)

１　金融商品の状況に関する事項

　　　　　（省略）

 

　２ 金融商品の時価等に関する事項

　　　　　（省略）

 

前連結会計年度（平成24年10月31日）

　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　 連結貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額

(１) 現金及び預金 7,639 7,639 －

(２) 受取手形及び売掛金 9,395 9,395 －

(３) 有価証券及び投資有価証券    

    満期保有目的の債券 1,540 1,549 9

    その他有価証券 6,426 6,426 －

(４) 支払手形及び買掛金 (8,452) (8,452) －

(５) デリバティブ取引 － － －

(*) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。

 

(注)１ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

　　　　　（省略）

２ 非上場株式（連結貸借対照表計上額548百万円）は、市場価額がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることな

どができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、(3)有価証券及び投資有価証券には含めていませ

ん。

３ 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

　　　（省略)

 

当連結会計年度（平成25年10月31日）

　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　 連結貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額

(１) 現金及び預金 11,003 11,003 －

(２) 受取手形及び売掛金 8,199 8,199 －

(３) 有価証券及び投資有価証券    

    満期保有目的の債券 1,540 1,557 17

    その他有価証券 10,951 10,951 －

(４) 支払手形及び買掛金 (7,297) (7,297) －

(５) 短期借入金 (2,200) (2,200) －

(６) 長期借入金 (1,700) (1,662) △38

(７) デリバティブ取引 － － －

(*) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。
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 (注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

         （省略）

２ 非上場株式（連結貸借対照表計上額821百万円）は、市場価額がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること

などができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、(3)有価証券及び投資有価証券には含めていま

せん。

３ 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

　　　（省略）

４ 短期借入金、長期借入金の連結決算日後の返済予定額

（省略）

 

（訂正後）

１　金融商品の状況に関する事項

　　　　　（省略）

 

２ 金融商品の時価等に関する事項

　　　　　（省略）

 

前連結会計年度（平成24年10月31日）

　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　 連結貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額

(１) 現金及び預金 7,639 7,639 －

(２) 受取手形及び売掛金 9,395 9,395 －

(３) 有価証券及び投資有価証券    

    満期保有目的の債券 1,540 1,549 9

    その他有価証券 6,426 6,426 －

　　 関係会社株式 1,474 491 △983

(４) 支払手形及び買掛金 (8,452) (8,452) －

(５) デリバティブ取引 － － －

(*) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。

 

 (注)１ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

         （省略）

２ 非上場株式（連結貸借対照表計上額6,199百万円）は、市場価額がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること

などができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、(3)有価証券及び投資有価証券には含めていませ

ん。

３ 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

　　 （省略）
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当連結会計年度（平成25年10月31日）

　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　 連結貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額

(１) 現金及び預金 11,003 11,003 －

(２) 受取手形及び売掛金 8,199 8,199 －

(３) 有価証券及び投資有価証券    

    満期保有目的の債券 1,540 1,557 17

    その他有価証券 10,951 10,951 －

    関係会社株式 1,513 601 △912

(４) 支払手形及び買掛金 (7,297) (7,297) －

(５) 短期借入金 (2,200) (2,200) －

(６) 長期借入金 (1,700) (1,662) △38

(７) デリバティブ取引 － － －

(*) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。

 

(注)１ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

         （省略）

２ 非上場株式（連結貸借対照表計上額7,413百万円）は、市場価額がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること

などができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、(3)有価証券及び投資有価証券には含めていませ

ん。

３ 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

　　 （省略）

４ 短期借入金、長期借入金の連結決算日後の返済予定額

（省略）
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