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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16年６月24日に提出した第138期（自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日）有価証

券報告書の記載事項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４ 提出会社の状況 

  ２ 自己株式の取得等の状況 

(1)定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況 

     ①前決議期間における自己株式の取得等の状況 

      ホ 自己株式の保有状況 

 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） 

      （有価証券関係） 

  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。 



第一部 【企業情報】 

第４ 【提出会社の状況】 

２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1)【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

ホ【自己株式の保有状況】 
 

（訂正前） 

平成16年６月22日現在 

区分 株式数（株） 

保有自己株式数 5,449,054 

 

 

 

（訂正後） 

平成16年６月22日現在 

区分 株式数（株） 

保有自己株式数 5,121,000 

(注) 保有自己株式数には、平成16年６月１日から前決議期間末までの新株予約権の行使により処分さ

れた株式数は、含まれておりません。 

 



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 
   金融機関等借入金等に対する保証債務及び保証予

約等 

被保証者 
金額 

(百万円) 

オートアライアンス 
インターナショナル,Inc. 15,062 

㈱長岡マツダ 1,646 

薩摩マツダ㈱ 1,535 

㈱神戸マツダ 1,299 

レナウィースタンピングCORP. 1,134 

フィナンシエラマツダクレディト 
S.A. 601 

沖縄マツダ販売㈱ 500 

その他 5,722 

計 27,499 
 

 ５ 保証債務 
   金融機関等借入金等に対する保証債務及び保証予

約等 

被保証者 
金額 

(百万円) 
オートアライアンス 
インターナショナル,Inc. 13,147 

レナウィースタンピングCORP. 2,758 

㈱長岡マツダ 1,646 

薩摩マツダ㈱ 1,535 

㈱神戸マツダ 1,350 

フィナンシエラマツダクレディト 
S.A. 517 

沖縄マツダ販売㈱ 500 

その他 3,628 

計 25,081 
 

  

 



（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 
   金融機関等借入金等に対する保証債務及び保証予

約等 

被保証者 
金額 

(百万円) 

オートアライアンス 
インターナショナル,Inc. 15,062 

㈱長岡マツダ 1,646 

薩摩マツダ㈱ 1,535 

㈱神戸マツダ 1,299 

レナウィースタンピングCORP. 1,134 

フィナンシエラマツダクレディト 
S.A. 601 

沖縄マツダ販売㈱ 500 

その他 7,863 

計 29,640 
 

 ５ 保証債務 
   金融機関等借入金等に対する保証債務及び保証予

約等 

被保証者 
金額 

(百万円) 
オートアライアンス 
インターナショナル,Inc. 13,147 

レナウィースタンピングCORP. 2,758 

㈱長岡マツダ 1,646 

薩摩マツダ㈱ 1,535 

㈱神戸マツダ 1,350 

フィナンシエラマツダクレディト 
S.A. 517 

沖縄マツダ販売㈱ 500 

その他 5,237 

計 26,690 
 

  

 



 (有価証券関係) 

 

（訂正前） 

有価証券 

前連結会計年度(平成15年３月31日) 

 

４ 時価評価されていない主な有価証券 
 

内容 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

(1) 満期保有目的の債券 ― 

(2) その他有価証券  

   非上場株式(店頭売買株式を除く) 12,490 

 

５ その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額 
 

区分 
１年以内 
(百万円) 

１年超５年以内 
(百万円) 

５年超10年以内 
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

債券     

 その他 4 76 ― ― 

合計 4 76 ― ― 

 

 

当連結会計年度(平成16年３月31日) 

 

４ 時価評価されていない主な有価証券 
 

内容 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

(1) 満期保有目的の債券 ― 

(2) その他有価証券  

   非上場株式(店頭売買株式を除く) 8,959 

 

５ その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額 
 

区分 
１年以内 
(百万円) 

１年超５年以内 
(百万円) 

５年超10年以内 
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

債券     

 その他 4 63 ― ― 

合計 4 63 ― ― 

 



（訂正後） 

有価証券 

前連結会計年度(平成15年３月31日) 

 

４ 時価評価されていない主な有価証券 
 

内容 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

(1) 満期保有目的の債券 ― 

(2) その他有価証券  

   非上場株式(店頭売買株式を除く) 
 
   譲渡性預金 

12,490 
 

132,000 

（注）譲渡性預金132,000百万円は、連結貸借対照表において「現金及び預金」に含めて表示しております。 

 

５ その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額 
 

区分 
１年以内 
(百万円) 

１年超５年以内 
(百万円) 

５年超10年以内 
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

債券     
 その他 
 
その他 
 譲渡性預金 

4 
 

 
132,000 

76 
 

 
― 

― 
 

 
― 

― 
 

 
― 

合計 132,004 76 ― ― 

 

 

当連結会計年度(平成16年３月31日) 

 

４ 時価評価されていない主な有価証券 
 

内容 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

(1) 満期保有目的の債券 ― 

(2) その他有価証券  

   非上場株式(店頭売買株式を除く) 
 
   譲渡性預金 

8,959 
 

154,000 

（注）譲渡性預金154,000百万円は、連結貸借対照表において「現金及び預金」に含めて表示しております。 

 

５ その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額 
 

区分 
１年以内 
(百万円) 

１年超５年以内 
(百万円) 

５年超10年以内 
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

債券     
 その他 
 
その他 
 譲渡性預金 

4 
 

 
154,000 

63 
 

 
― 

― 
 

 
― 

― 
 

 
― 

合計 154,004 63 ― ― 

 



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15年３月31日) 

当事業年度 
(平成16年３月31日) 

 ９ 保証債務 
   金融機関等借入金等に対する保証債務及び保証予

約等 

被保証者 
金額 

(百万円) 

マツダモーターオブアメリカ,Inc. 69,625 

マツダモータース 
（ドイツランド）GmbH 18,764 

オートアライアンス 
インターナショナル,Inc. 15,062 

東海マツダ販売㈱ 9,690 

㈱九州マツダ 8,836 

マツダカナダInc. 6,943 

マツダモーターロジスティクス 
ヨーロッパN.V. 6,490 

㈱東北マツダ 5,900 

㈱マツダアンフィニ東京 4,015 

㈱甲信マツダ 3,198 

㈱京滋マツダ 3,195 

新岐阜マツダ販売㈱ 2,848 

㈱北陸マツダ 2,588 

マツダモーターイタリアS. p. A 2,544 

㈱南九州マツダ 2,295 

マツダモータースＵＫ Limited 2,122 

㈱マツダアンフィニ南東京 2,113 

その他 34社 21,314 

計 187,548 
 

 ９ 保証債務 
   金融機関等借入金等に対する保証債務及び保証予

約等 

被保証者 
金額 

(百万円) 

マツダモーターオブアメリカ,Inc. 37,684 

マツダモーターロジスティクス 
ヨーロッパN.V. 22,200 

オートアライアンス 
インターナショナル,Inc. 13,147 

マツダカナダInc. 10,449 

㈱九州マツダ 8,876 

東海マツダ販売㈱ 8,240 

㈱関東マツダ 7,368 

㈱東北マツダ 5,467 

㈱京滋マツダ 3,700 

㈱北陸マツダ 2,740 

㈱甲信マツダ 2,643 

㈱南九州マツダ 2,485 

新岐阜マツダ販売㈱ 2,322 

㈱関西マツダ 2,113 

その他 28社 19,076 

計 148,509 
 

  

 



（訂正後） 

前事業年度 
(平成15年３月31日) 

当事業年度 
(平成16年３月31日) 

 ９ 保証債務 
   金融機関等借入金等に対する保証債務及び保証予

約等 

被保証者 
金額 

(百万円) 

マツダモーターオブアメリカ,Inc. 69,625 

マツダモータース 
（ドイツランド）GmbH 18,764 

オートアライアンス 
インターナショナル,Inc. 15,062 

東海マツダ販売㈱ 9,690 

㈱九州マツダ 8,836 

マツダカナダInc. 6,943 

マツダモーターロジスティクス 
ヨーロッパN.V. 6,490 

㈱東北マツダ 5,900 

㈱マツダアンフィニ東京 4,015 

㈱甲信マツダ 3,198 

㈱京滋マツダ 3,195 

新岐阜マツダ販売㈱ 2,848 

㈱北陸マツダ 2,588 

マツダモーターイタリアS. p. A 2,544 

㈱南九州マツダ 2,295 

マツダモータースＵＫ Limited 2,122 

㈱マツダアンフィニ南東京 2,113 

その他 23,034 

計 189,268 
 

 ９ 保証債務 
   金融機関等借入金等に対する保証債務及び保証予

約等 

被保証者 
金額 

(百万円) 

マツダモーターオブアメリカ,Inc. 37,684 

マツダモーターロジスティクス 
ヨーロッパN.V. 22,200 

オートアライアンス 
インターナショナル,Inc. 13,147 

マツダカナダInc. 10,449 

㈱九州マツダ 8,876 

東海マツダ販売㈱ 8,240 

㈱関東マツダ 7,368 

㈱東北マツダ 5,467 

㈱京滋マツダ 3,700 

㈱北陸マツダ 2,740 

㈱甲信マツダ 2,643 

㈱南九州マツダ 2,485 

新岐阜マツダ販売㈱ 2,322 

㈱関西マツダ 2,113 

その他 20,685 

計 150,118 
 

  

 


