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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17年4月27日提出の有価証券報告書及び平成17年6月30日提出の有価証券報告書の訂正報告

書の記載に一部訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、本訂正報告書を提出す

るものです。 

 

2【訂正事項】 
 

第二部 投資法人の詳細情報 

第５ 投資法人の経理状況 

１ 財務諸表 

(4) キャッシュ・フロー計算書 

 

3【訂正箇所】 

 

    の部分は訂正部分を示します。 

第二部 【投資法人の詳細情報】 

第５ 【投資法人の経理状況】 

１ 【財務諸表】 

(4) 【キャッシュ・フロー計算書】 
 
＜訂正前＞ 

 
第2期 

自 平成16年2月 1日
至 平成16年7月31日

第3期 
自 平成16年8月 1日
至 平成17年1月31日

区分 金額（千円） 金額（千円） 

 
（中略） 

 

 
（中略） 

 

 
（中略） 

 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △6,667,916 △8,775,729 

信託有形固定資産の取得による支出 △388,022 △14,992,361 

差入敷金保証金の支出 ― △95,948 

預り敷金保証金の収入 193,800 614,699 

預り敷金保証金の支出 △3,000 ― 

信託預り敷金保証金の収入 377,613 5,610,136 

信託預り敷金保証金の支出 △520,180 △284,500 

使途制限付信託預金の預入による支出 △377,613 △1,271,681 

使途制限付信託預金の引出による収入 520,180 284,500 

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,865,139 △18,910,884 

 
（中略） 

 
  （中略）   （中略） 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △911,680 194,576 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,717,581 2,805,900 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 2,805,900 3,000,476 

 
（中略） 
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〔注記事項〕 
 

（中略） 
 
（キャッシュ・フロー計算書関係） 

第2期 
自 平成16年2月 1日 
至 平成16年7月31日 

第3期 
自 平成16年8月 1日 
至 平成17年1月31日 

1. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に
掲記されている科目の金額との関係 

1. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に
掲記されている科目の金額との関係 

  
（平成16年7月31日現在）

現金及び預金 947,347千円

信託現金及び信託預金 10,099,177千円

使途制限付信託預金(注) △8,240,624千円

現金及び現金同等物 2,805,900千円
  

  
（平成17年1月31日現在）

現金及び預金 1,400,000千円

信託現金及び信託預金 10,828,281千円

使途制限付信託預金(注) △9,227,805千円

現金及び現金同等物 3,000,476千円
  

(注) テナントから預かっている敷金保証金の返還のために留保されてい
る信託預金であります。 

(注) テナントから預かっている敷金保証金の返還のために留保されてい
る信託預金であります。 

 
（後略） 

 
＜訂正後＞ 

 
第2期 

自 平成16年2月 1日
至 平成16年7月31日

第3期 
自 平成16年8月 1日
至 平成17年1月31日

区分 金額（千円） 金額（千円） 

 
（中略） 

 

 
（中略） 

 

 
（中略） 

 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △6,667,916 △8,775,729 

信託有形固定資産の取得による支出 △388,022 △14,992,361 

差入敷金保証金の支出 ― △95,948 

預り敷金保証金の収入 193,800 614,699 

預り敷金保証金の支出 △3,000 ― 

信託預り敷金保証金の収入 377,613 5,610,136 

信託預り敷金保証金の支出 △520,180 △284,500 

使途制限付信託預金の預入による支出 △377,613 △789,631 

使途制限付信託預金の引出による収入 520,180 284,500 

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,865,139 △18,428,834 

 
（中略） 

 

 
（中略） 

 

 
（中略） 

 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △911,680 676,626 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,717,581 2,805,900 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 2,805,900 3,482,526 

 
（中略） 
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〔注記事項〕 
 

（中略） 
 
（キャッシュ・フロー計算書関係） 

第2期 
自 平成16年2月 1日 
至 平成16年7月31日 

第3期 
自 平成16年8月 1日 
至 平成17年1月31日 

1. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に
掲記されている科目の金額との関係 

1. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に
掲記されている科目の金額との関係 

  
（平成16年7月31日現在）

現金及び預金 947,347千円

信託現金及び信託預金 10,099,177千円

使途制限付信託預金(注) △8,240,624千円

現金及び現金同等物 2,805,900千円
  

  
（平成17年1月31日現在）

現金及び預金 1,400,000千円

信託現金及び信託預金 10,828,281千円

使途制限付信託預金(注) △8,745,755千円

現金及び現金同等物 3,482,526千円
  

(注) テナントから預かっている敷金保証金の返還のために留保されてい
る信託預金であります。 

(注) テナントから預かっている敷金保証金の返還のために留保されてい
る信託預金であります。 

 
（後略） 


