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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27年６月29日に提出いたしました第30期(自　平成26年４月１日　至　平成27年３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

　　　　①　連結貸借対照表

 
       注記事項

　　　　　(金融商品関係)

 
　　２　財務諸表等

　　　(1) 財務諸表

　　　　①　貸借対照表

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　　　線で示しております。
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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】

① 【連結貸借対照表】

(訂正前)

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当連結会計年度

(平成27年３月31日)

 (前略)   

  投資その他の資産   

   投資有価証券 51,842 51,107

   出資金 30,400 39,567

 (中略)   

   投資その他の資産合計 114,208 135,996

 (後略)   
 

　

(訂正後)

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当連結会計年度

(平成27年３月31日)

 (前略)   

  投資その他の資産   

   投資有価証券 82,242 90,674

 (中略)   

   投資その他の資産合計 114,208 135,996

 (後略)   
 

 
【注記事項】

(金融商品関係)

(訂正前)

前連結会計年度(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

１. 金融商品の状況に関する事項

(中略)

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

(中略)

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業等の株式であります。上場株式は、市場価格の変動リ

スクに晒されておりますが、定期的に時価を把握し、明細表を作成する等の方法により管理しており、ま

た、その内容が取締役会に報告されております。

出資金は、投資事業有限責任組合への出資であり、投資先の信用リスクに晒されておりますが、定期的

に財務内容を把握することにより管理しており、また、組合契約等の変更の有無についても適切に管理し

ております。

(中略)

 

EDINET提出書類

株式会社省電舎(E05452)

訂正有価証券報告書

3/6



 

２. 金融商品の時価等に関する事項

(中略)

（注)１ 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項は、次のとおりであります。

(中略)

２  時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

 (単位：千円)

区分 平成26年３月31日

非上場株式 49,600

出資金 30,400

合 計 80,000
 

非上場株式及び出資金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる

ことから、時価開示の対象としておりません。

(中略)

 

当連結会計年度(自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)

１. 金融商品の状況に関する事項

(中略)

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

(中略)

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業等の株式であります。上場株式は、市場価格の変動リ

スクに晒されておりますが、定期的に時価を把握し、明細表を作成する等の方法により管理しており、ま

た、その内容が取締役会に報告されております。

出資金は、投資事業有限責任組合への出資であり、投資先の信用リスクに晒されておりますが、定期的

に財務内容を把握することにより管理しており、また、組合契約等の変更の有無についても適切に管理し

ております。

(中略)

 

２. 金融商品の時価等に関する事項

(中略)

（注)１ 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項は、次のとおりであります。

(中略)

２  時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

 (単位：千円)

区分 平成27年３月31日

非上場株式 49,600

出資金 39,567

合 計 89,167
 

非上場株式及び出資金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる

ことから、時価開示の対象としておりません。

(後略)
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(訂正後)

前連結会計年度(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

１. 金融商品の状況に関する事項

(中略)

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

(中略)

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業等の株式及び投資事業有限責任組合への出資でありま

す。上場株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握し、明細表を作成す

る等の方法により管理しており、また、その内容が取締役会に報告されております。

投資事業有限責任組合への出資は、投資先の信用リスクに晒されておりますが、定期的に財務内容を把

握することにより管理しており、また、組合契約等の変更の有無についても適切に管理しております。

(中略)

 

２. 金融商品の時価等に関する事項

(中略)

（注)１ 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項は、次のとおりであります。

(中略)

２  時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

 (単位：千円)

区分 平成26年３月31日

非上場株式 49,600

投資事業有限責任組合への出資 30,400

合 計 80,000
 

非上場株式及び投資事業有限責任組合への出資については、市場価格がなく、時価を把握することが

極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。

(中略)

 

当連結会計年度(自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)

１. 金融商品の状況に関する事項

(中略)

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

(中略)

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業等の株式及び投資事業有限責任組合への出資でありま

す。上場株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握し、明細表を作成す

る等の方法により管理しており、また、その内容が取締役会に報告されております。

投資事業有限責任組合への出資は、投資先の信用リスクに晒されておりますが、定期的に財務内容を把

握することにより管理しており、また、組合契約等の変更の有無についても適切に管理しております。

(中略)
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２. 金融商品の時価等に関する事項

(中略)

（注)１ 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項は、次のとおりであります。

(中略)

２  時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

 (単位：千円)

区分 平成27年３月31日

非上場株式 49,600

投資事業有限責任組合への出資 39,567

合 計 89,167
 

非上場株式及び投資事業有限責任組合への出資については、市場価格がなく、時価を把握することが

極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。

(後略)

 

２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

(訂正前)

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成26年３月31日)
当事業年度

(平成27年３月31日)

 (前略)   

  投資その他の資産   

   投資有価証券 51,842 51,107

 (中略)   

   出資金 30,400 39,567

 (中略)   

   投資その他の資産合計 204,108 135,871

 (後略)   
 

　

(訂正後)

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成26年３月31日)
当事業年度

(平成27年３月31日)

 (前略)   

  投資その他の資産   

   投資有価証券 82,242 90,674

 (中略)   

   投資その他の資産合計 204,108 135,871

 (後略)   
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