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平成19年 8月30日 

各  位 

会  社  名 佐 渡 汽 船 株 式 会 社 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 戸 田 正 之

ＪＡＳＤＡＱ・コード  ９１７６ 

問 合 せ 先   

役職・氏名 取 締 役 総 務 部 長 渡 辺 秀 夫

電   話 ０２５－２４５－２３１１ 

 
 

（訂正）「平成１８年１２月期 決算短信（連結）」及び 

「平成１８年１２月期 個別財務諸表の概要」の一部訂正について 

 

 

 平成１９年２月２７日発表の「平成１８年１２月期 決算短信（連結）」及び「平成１８年１２月期 個別財務

諸表の概要」につきまして、数値の算出方に誤りがありましたので訂正いたします。 

なお、訂正箇所は     で示しております。 

 

記 
 

Ⅰ 平成１８年１２月期 決算短信（連結） 

１． ４．連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項（リース取引関係） 
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  （訂正前）  （４１ページ）                       

単位：千円（千円未満切捨） 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  

 
取得価額

相当額 

減価償却 

累計額 

相当額 

期末残高

相当額 

車両・運搬具 110,736 51,050 59,685

器具・備品 203,145 101,741 101,404

合計 313,881 152,792 161,089
 

 
車両及び

運搬具 

器具及び 

備品 
合計  

取得価格相当額 113,910 191,222 305,132  

減価償却累計額

相当額 
43,270 94,988 138,258  

減損損失累計額

相当額 
55,658 ― 55,658  

期末残高相当額 14,981 96,234 111,216  

 
 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しています。 

 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しています。 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 60,145  

１年超 100,943 

合計 161,089 
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 49,460  

１年超 100,272 

合計 149,732 
 

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ています。 

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ています。 

リース資産減損勘定期末残高 38,515  

 
 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 65,025  

減価償却費相当額 65,025 
 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 68,180  

リース資産減損勘定の 

取崩額 
17,621 

減価償却費相当額 68,180 

減損損失 56,136 

 
(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっています。 

 

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっています。 

 

 

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内 2,655  

合計 2,655 
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  （訂正後）   

単位：千円（千円未満切捨） 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  

 
取得価額

相当額 

減価償却 

累計額 

相当額 

期末残高

相当額 

車両・運搬具 110,736 51,050 59,685

器具・備品 203,145 101,741 101,404

合計 313,881 152,792 161,089
 

 
車両及び

運搬具 

器具及び 

備品 
合計  

取得価格相当額 113,910 163,485 277,395  

減価償却累計額

相当額 
43,270 89,704 132,974  

減損損失累計額

相当額 
55,658 ― 55,658  

期末残高相当額 14,981 73,780 88,762  

 
 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しています。 

 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しています。 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 60,145  

１年超 100,943 

合計 161,089 
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 45,497  

１年超 81,781 

合計 127,278 
 

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ています。 

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ています。 

リース資産減損勘定期末残高 38,515  

 
 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 65,025  

減価償却費相当額 65,025 
 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 68,180  

リース資産減損勘定の 

取崩額 
17,621 

減価償却費相当額 68,180 

減損損失 56,136 

 
(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっています。 

 

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっています。 

 

 

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内 2,655  

合計 2,655 
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Ⅱ 平成１８年１２月期 個別財務諸表の概要 

１． ５．個別財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項（リース取引関係） 

  （訂正前）  （７９ページ） 

単位：千円（千円未満切捨） 
前事業年度 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  

 
取得価額
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高
相当額 

器具・備品 183,191 94,331 88,860

 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しています。 

 器具及び備品  

 取得価額相当額 162,470  

 減価償却累計額相当額 84,372 

 期末残高相当額 78,097 

  

 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しています。 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 36,563  

１年超 52,296 

合計 88,860 
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 23,617  

１年超 54,480 

合計 78,097 
 

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ています。 

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ています。 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 42,181  

減価償却費相当額 42,181  
 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 38,506  

減価償却費相当額 38,506  
 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっています。 

 

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっています。 

 

 

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内 2,655  

合計 2,655 
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  （訂正後）   
単位：千円（千円未満切捨） 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  

 
取得価額
相当額 

減価償却 
累計額 
相当額 

期末残高
相当額 

器具・備品 183,191 94,331 88,860

 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しています。 

 器具及び備品  

 取得価額相当額 134,733  

 減価償却累計額相当額 79,089 

 期末残高相当額 55,643 

  

 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しています。 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 36,563  

１年超 52,296 

合計 88,860 
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 19,655  

１年超 54,988 

合計 55,643 
 

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ています。 

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ています。 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 42,181  

減価償却費相当額 42,181  
 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 38,506  

減価償却費相当額 38,506  
 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっています。 

 

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっています。 

 

 

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内 2,655  

合計 2,655 

  
 

 

                 

 
 

 

以 上 


