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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15日に提出した第140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 

  １ 中間連結財務諸表等 

    (1)中間連結財務諸表 

     注記事項 

      （中間連結貸借対照表関係） 

      （有価証券関係） 

  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＿＿線で示しております。 



第一部 【企業情報】 

第５ 【経理の状況】 

１ 【中間連結財務諸表等】 

(1)【中間連結財務諸表】 

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 
 

（訂正前） 

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

３ 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. 18,256 

レナウィースタンピ
ングCORP. 2,126 

㈱長岡マツダ 1,646 

薩摩マツダ㈱ 1,519 

㈱神戸マツダ 1,350 

フィナンシエラマツ
ダクレディトS.A. 570 

沖縄マツダ販売㈱ 494 

その他 3,148 

計 29,109 
 

３ 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） 

レナウィースタンピ
ングCORP. 2,218 

㈱長岡マツダ 1,646 
オートアライアンス 
インターナショナル,Inc. 1,630 

薩摩マツダ㈱ 1,535 

㈱神戸マツダ 1,300 

その他 2,961 

計 11,290 
 

３ 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. 6,643 

レナウィースタンピ
ングCORP. 4,463 

㈱長岡マツダ 1,646 

薩摩マツダ㈱ 1,500 

㈱神戸マツダ 1,350 

フィナンシエラマツ
ダクレディトS.A. 556 

沖縄マツダ販売㈱ 500 

その他 2,835 

計 19,493 
 

   

 



（訂正後） 

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

３ 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. 18,256 

レナウィースタンピ
ングCORP. 2,126 

㈱長岡マツダ 1,646 

薩摩マツダ㈱ 1,519 

㈱神戸マツダ 1,350 

フィナンシエラマツ
ダクレディトS.A. 570 

沖縄マツダ販売㈱ 494 

その他 4,767 

計 30,728 
 

３ 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） 

レナウィースタンピ
ングCORP. 2,218 

㈱長岡マツダ 1,646 

オートアライアンス 
インターナショナル,Inc. 1,630 

薩摩マツダ㈱ 1,535 

㈱神戸マツダ 1,300 

その他 4,261 

計 12,590 
 

３ 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. 6,643 

レナウィースタンピ
ングCORP. 4,463 

㈱長岡マツダ 1,646 

薩摩マツダ㈱ 1,500 

㈱神戸マツダ 1,350 

ビークルマツダデベ
ネズエラ 693 

フィナンシエラマツ
ダクレディトS.A. 556 

沖縄マツダ販売㈱ 500 

その他 3,687 

計 21,038 
 

   

 



(有価証券関係) 
 

（訂正前） 

前中間連結会計期間末(平成16年９月30日) 

 

３ 時価評価されていない主な有価証券 
 

内容 
中間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) 12,119 

 

 

当中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

 

３ 時価評価されていない主な有価証券 
 

内容 
中間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 14,076 

 

 

前連結会計年度末(平成17年３月31日) 

 

３ 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 9,369 

 



（訂正後） 

前中間連結会計期間末(平成16年９月30日) 

 

３ 時価評価されていない主な有価証券 
 

内容 
中間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 

12,119 
 

143,500 

（注）譲渡性預金143,500百万円は、中間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。 

 

 

当中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

 

３ 時価評価されていない主な有価証券 
 

内容 
中間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 
 
   譲渡性預金 

14,076 
 

70,500 

（注）譲渡性預金70,500百万円は、中間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。 

 

 

前連結会計年度末(平成17年３月31日) 

 

３ 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 
 
   譲渡性預金 

9,369 
 

100,000 

（注）譲渡性預金100,000百万円は、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。 

 



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） 

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) 

 ４ 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. 29,780 

オートアライアンス 
インターナショナル,Inc. 18,256 

マツダモーターロジスティ
クスヨーロッパN.V. 13,230 

東海マツダ販売㈱ 7,940 

㈱九州マツダ 7,229 

㈱関東マツダ 7,130 

㈱東北マツダ 5,991 

㈱京滋マツダ 3,600 
コンパニア コロンビアナ 
アウトモトリスS.A. 3,338 

㈱北陸マツダ 2,740 

㈱甲信マツダ 2,718 

新岐阜マツダ販売㈱ 2,555 

㈱南九州マツダ 2,545 

㈱関西マツダ 2,313 

その他 28社 16,942 

計 126,306 
 

 ４ 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. 33,896 

マツダモーターロジスティ
クスヨーロッパN.V. 22,797 

東海マツダ販売㈱ 7,155 

㈱九州マツダ 7,050 

マツダカナダInc. 6,694 

マツダモーターインタ
ーナショナル㈱ 5,756 

㈱関東マツダ 5,050 

㈱東北マツダ 4,996 

㈱北陸マツダ 2,423 

㈱甲信マツダ 2,259 

レナウィースタンピン
グCORP. 2,218 

その他 27社 21,654 

計 121,950 
 

 ４ 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. 23,696 

マツダモーターロジスティ
クスヨーロッパN.V. 20,939 

マツダカナダInc. 8,951 

東海マツダ販売㈱ 7,380 

㈱九州マツダ 6,847 
オートアライアンス 
インターナショナル,Inc. 6,643 

㈱関東マツダ 5,780 

㈱東北マツダ 5,504 

㈱甲信マツダ 2,472 

㈱北陸マツダ 2,423 

レナウィースタンピン
グCORP. 2,137 

新岐阜マツダ販売㈱ 2,015 

その他 28社 19,843 

計 114,630 
 

  
 

 



（訂正後） 

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) 

 ４ 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. 29,780 

オートアライアンス 
インターナショナル,Inc. 18,256 

マツダモーターロジスティ
クスヨーロッパN.V. 13,230 

東海マツダ販売㈱ 7,940 

㈱九州マツダ 7,229 

㈱関東マツダ 7,130 

㈱東北マツダ 5,991 

㈱京滋マツダ 3,600 
コンパニア コロンビアナ 
アウトモトリスS.A. 3,338 

㈱北陸マツダ 2,740 

㈱甲信マツダ 2,718 

新岐阜マツダ販売㈱ 2,555 

㈱南九州マツダ 2,545 

㈱関西マツダ 2,313 

その他 18,561 

計 127,925 
 

 ４ 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. 33,896 

マツダモーターロジスティ
クスヨーロッパN.V. 22,797 

東海マツダ販売㈱ 7,155 

㈱九州マツダ 7,050 

マツダカナダInc. 6,694 

マツダモーターインタ
ーナショナル㈱ 5,756 

㈱関東マツダ 5,050 

㈱東北マツダ 4,996 

㈱北陸マツダ 2,423 

㈱甲信マツダ 2,259 
レナウィースタンピン
グCORP. 2,218 

その他 21,958 

計 122,254 
 

 ４ 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. 23,696 

マツダモーターロジスティ
クスヨーロッパN.V. 20,939 

マツダカナダInc. 8,951 

東海マツダ販売㈱ 7,380 

㈱九州マツダ 6,847 
オートアライアンス 
インターナショナル,Inc. 6,643 

㈱関東マツダ 5,780 

㈱東北マツダ 5,504 

㈱甲信マツダ 2,472 

㈱北陸マツダ 2,423 

レナウィースタンピン
グCORP. 2,137 

新岐阜マツダ販売㈱ 2,015 

その他 20,378 

計 115,165 
 

  
 

 


