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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21年６月26日に提出いたしました第169期(自　平成20年４月１日　至　平成21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に有価証券報告書の

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　　を付して表示しております。

　

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)

２ 担保に供している資産は次のとおりです。

前連結会計年度
(平成20年３月31日現在)

 
当連結会計年度

(平成21年３月31日現在)
 

有形固定資産 111,356百万円  有形固定資産 111,543百万円

(うち財団抵当権設定資産 92,471百万円)  (うち財団抵当権設定資産 94,070百万円)

その他の投資その他の資産 45百万円  その他の投資その他の資産 27百万円

たな卸資産 86百万円  販売土地及び建物 67百万円

現金及び預金 46百万円  現金及び預金 39百万円

合計 111,534百万円  合計 111,677百万円
 

以上に対応する債務は次のとおりです。  以上に対応する債務は次のとおりです。
 

長期借入金 34,111百万円  長期借入金 31,676百万円

１年以内返済長期借入金 7,988百万円  １年以内返済長期借入金 6,624百万円

短期借入金 2,497百万円  短期借入金 380百万円

合計 44,596百万円  合計 38,680百万円
 

なお、前払式証票の規制等に関する法律に基づき なお、前払式証票の規制等に関する法律に基づき
投資有価証券等17百万円を供託しています。 11百万円を供託しています。
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 (訂正後)

２ 担保に供している資産は次のとおりです。

前連結会計年度
(平成20年３月31日現在)

 
当連結会計年度

(平成21年３月31日現在)
 

有形固定資産 111,356百万円  有形固定資産 111,543百万円

(うち財団抵当権設定資産 92,471百万円)  (うち財団抵当権設定資産 94,070百万円)

その他の投資その他の資産 45百万円  その他の投資その他の資産 27百万円

たな卸資産 86百万円  販売土地及び建物 67百万円

現金及び預金 46百万円  現金及び預金 39百万円

合計 111,534百万円  合計 111,677百万円
 

以上に対応する債務は次のとおりです。  以上に対応する債務は次のとおりです。
 

長期借入金 40,265百万円  長期借入金 43,106百万円

１年以内返済長期借入金 9,476百万円  １年以内返済長期借入金 7,748百万円

短期借入金 6,497百万円  短期借入金 426百万円

合計 56,238百万円  合計 51,280百万円
 

なお、前払式証票の規制等に関する法律に基づき なお、前払式証票の規制等に関する法律に基づき
投資有価証券等17百万円を供託しています。 11百万円を供託しています。
 

　

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)

２ 担保資産

(1) 財団

第168期
(平成20年３月31日現在)

 
第169期

(平成21年３月31日現在)
 

鉄道事業固定資産(鉄道財団) 64,741百万円  鉄道事業固定資産(鉄道財団) 65,907百万円

自動車事業固定資産
(道路交通事業財団)

24,162百万円  
自動車事業固定資産
(道路交通事業財団)

24,216百万円

兼業固定資産(観光施設財団) 1,054百万円  兼業固定資産(観光施設財団) 1,358百万円
 

以上に対応する債務 以上に対応する債務
 

長期借入金 26,773百万円  長期借入金 25,769百万円

(１年以内返済予定額を含む)  (１年以内返済予定額を含む)
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  (訂正後)　

２ 担保資産

(1) 財団

第168期
(平成20年３月31日現在)

 
第169期

(平成21年３月31日現在)
 

鉄道事業固定資産(鉄道財団) 64,741百万円  鉄道事業固定資産(鉄道財団) 65,907百万円

自動車事業固定資産
(道路交通事業財団)

24,162百万円  
自動車事業固定資産
(道路交通事業財団)

24,216百万円

兼業固定資産(観光施設財団) 1,054百万円  兼業固定資産(観光施設財団) 1,358百万円
 

以上に対応する債務 以上に対応する債務
 

長期借入金 34,415百万円  長期借入金 38,323百万円

(１年以内返済予定額を含む)  (１年以内返済予定額を含む)

短期借入金 4,000百万円  短期借入金 46百万円

合計 38,415百万円  合計 38,369百万円
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