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【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  森 郁夫 

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目７番２号 
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【事務連絡者氏名】 総務部長  坂本 和人 
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【事務連絡者氏名】 総務部長  坂本 和人 
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１【半期報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成17年12月16日に提出しました第75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 

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＿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】 
 

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） 

区分 
前中間会計期間末 

（平成16年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
前事業年度末 

（平成17年３月31日） 

 ３．保証債務 イ）金融機関よりの借入金

に対する保証債務

118,227百万円（うち、

外貨建保証債務100,000

千US$を含む。） 

イ）金融機関よりの借入金

に対する保証債務

170,671百万円（うち、

外貨建保証債務306,499

千US$を含む。） 

イ）金融機関よりの借入金

に対する保証債務

173,047百万円（うち、

外貨建保証債務396,138

千US$を含む。） 

 スバルファイナンス株
式会社 

スバルファイナンス株
式会社 

スバルファイナンス株
式会社 

 99,200百万円 126,150百万円 121,150百万円

 他 ６社 スバル オブ イン
ディアナ オートモー
ティブ インク 

スバル オブ イン
ディアナ オートモー
ティブ インク 

  34,699百万円 42,549百万円

  輸送機工業株式会社 輸送機工業株式会社 

  6,002百万円 5,802百万円

  他 ６社 他 ６社 

 ロ）レバレッジドリース組

成に伴う工場設備のリー

ス料支払いに対する保証

債務 

ロ） ――――――― 

 

ロ） ――――――― 

 スバル オブ イン
ディアナ オートモー
ティブ インク 

  

 25,885百万円   

 (233,095千US$)   

 
ハ）従業員の住宅資金借入

金に対する保証債務 

ハ）従業員の住宅資金借入

金に対する保証債務 

ハ）従業員の住宅資金借入

金に対する保証債務 

 24,253百万円 24,312百万円 24,466百万円

 
ニ）関係会社に対する保証

類似行為に基づく金額 

ニ）関係会社に対する保証

類似行為に基づく金額 

ニ）関係会社に対する保証

類似行為に基づく金額 

 

  
 452百万円

合計 168,818百万円
  

  
 30百万円

合計 195,013百万円
  

  
 53百万円

合計 197,566百万円
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（訂正後） 

区分 
前中間会計期間末 

（平成16年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
前事業年度末 

（平成17年３月31日） 

 ３．保証債務 イ）金融機関よりの借入金

に対する保証債務

118,227百万円（うち、

外貨建保証債務100,000

千US$を含む。） 

イ）金融機関よりの借入金

に対する保証債務

170,671百万円（うち、

外貨建保証債務306,499

千US$を含む。） 

イ）金融機関よりの借入金

に対する保証債務

173,047百万円（うち、

外貨建保証債務396,138

千US$を含む。） 

 スバルファイナンス株
式会社 

スバルファイナンス株
式会社 

スバルファイナンス株
式会社 

 99,200百万円 126,150百万円 121,150百万円

 他 ６社 スバル オブ イン
ディアナ オートモー
ティブ インク 

スバル オブ イン
ディアナ オートモー
ティブ インク 

  34,699百万円 42,549百万円

  輸送機工業株式会社 輸送機工業株式会社 

  6,002百万円 5,802百万円

  他 ６社 他 ６社 

 ロ）レバレッジドリース組

成に伴う工場設備のリー

ス料支払いに対する保証

債務 

ロ） ――――――― ロ） ――――――― 

 スバル オブ イン
ディアナ オートモー
ティブ インク 

  

 25,885百万円   

 (233,095千US$)   

 
ハ）従業員の住宅資金借入

金に対する保証債務 

ハ）従業員の住宅資金借入

金に対する保証債務 

ハ）従業員の住宅資金借入

金に対する保証債務 

 24,253百万円 24,312百万円 24,466百万円

 
ニ）関係会社に対する保証

類似行為に基づく金額 

ニ）関係会社に対する保証

類似行為に基づく金額 

ニ）関係会社に対する保証

類似行為に基づく金額 

 452百万円 30百万円 53百万円

 
ホ）関係会社の仕入債務に

対する保証債務 

ホ）関係会社の仕入債務に

対する保証債務 

ホ）関係会社の仕入債務に

対する保証債務 

 

  
 146百万円

合計 168,964百万円
  

  
 217百万円

合計 195,230百万円
  

  
 268百万円

合計 197,834百万円
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