
平成 １９ 年 １１ 月 １９ 日

　各　　位

会　社　名　 不二サッシ株式会社

代 表 者 名 代表取締役社長　嵯 峨  明
（ コード番号　５９４０　東証２部 ）
問 合 せ 先 経 理 部 長  鈴 木  辰 男 
（ＴＥＬ：０３－５７４５－１２１２）

（訂正）「平成19年３月期」　決算短信の一部訂正について

平成19年５月21日付で発表いたしました「平成19年３月期　決算短信」につきまして、記載内容の一部

に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。

 記

１．訂正箇所（訂正箇所は下線を付しております。）

35ページ　４．連結財務諸表　注記情報　「リース取引関係」

（訂正前）

（訂正後）

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 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 　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 (1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当
　　　額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 　　　額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が （注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が
　　　　有形固定資産及び無形固定資産（その他）の期 　　　有形固定資産及び無形固定資産（その他）の期
　　　　末残高等に占める割合が低いため、支払利子込 　　　末残高等に占める割合が低いため、支払利子込
　　　　み法によって算出しております。 　　　み法によって算出しております。

　(2）未経過リース料期末残高相当額等 　(2）未経過リース料期末残高相当額等
　　　　未経過リース料期末残高相当額 　　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 百万円 １年内 百万円
１年超 百万円 １年超 百万円
合計 百万円 合計 百万円

　　リース資産減損勘定期末残高 百万円 　リース資産減損勘定期末残高 百万円

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース （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、有形固定資産及び無形固定資産 　　　料期末残高が、有形固定資産及び無形固定資産
　　　　（その他）の期末残高等に占める割合が低いため、 　　　（その他）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おります。 　　　　支払利子込み法により算定しております。

　(3）支払リース料及び減価償却費相当額及び減損損失 (3）支払リース料及び減価償却費相当額及び減損損失
支払リース料 百万円 支払リース料 百万円
減価償却費相当額 百万円 リース資産減損額勘定の取崩 百万円
減損損失 百万円 減価償却費相当額 百万円

　(4）減価償却費相当額の算定方法 (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 同左
によっております。

788
343
445

514
812

514

合　　計 合　　計

388
655

707

489
218

812

1,043

468

182

4,021 2,808 638 574

（無形固定資
産）その他 286 78 25

169

（有形固定資
産）その他 759 370 165 223

機械装置及び
運搬 2,975 2,358 446

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

取得価額
相当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

減損損失累
計額相当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

取得価額
相当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

減損損失累
計額相当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

2,989

770

155

1,964

399

32

476 548

159

－

212

123

707

812

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

機械装置及び
運搬
（有形固定資
産）その他
（無形固定資
産）その他

3,915 2,396

1 



（訂正後）

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 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 　　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 (1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当
　　　額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 　　額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が （注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が
　　　　有形固定資産及び無形固定資産（その他）の期 　　　有形固定資産及び無形固定資産（その他）の期
　　　　末残高等に占める割合が低いため、支払利子込 　　　　末残高等に占める割合が低いため、支払利子込
　　　　み法によって算出しております。 　　　み法によって算出しております。

　(2）未経過リース料期末残高相当額等 　(2）未経過リース料期末残高相当額等
　　　　未経過リース料期末残高相当額 　　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 百万円 １年内 百万円
１年超 百万円 １年超 百万円
合計 百万円 合計 百万円

　　リース資産減損勘定期末残高 百万円 　リース資産減損勘定期末残高 百万円

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース （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、有形固定資産及び無形固定資産 　　　料期末残高が、有形固定資産及び無形固定資産
　　　　（その他）の期末残高等に占める割合が低いため、 　　　　（その他）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おります。 　　　支払利子込み法により算定しております。

　(3）支払リース料及び減価償却費相当額及び減損損失 　(3）支払リース料及びリース資産減損勘定の取崩額及び
減価償却費相当額

支払リース料 百万円 支払リース料 百万円
減価償却費相当額 百万円 リース資産減損勘定の取崩額 百万円
減損損失 百万円 減価償却費相当額 百万円

　(4）減価償却費相当額の算定方法 (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 同左
によっております。

1,626

812

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

機械装置及び
運搬具
（有形固定資
産）その他
（無形固定資
産）その他

4,038 2,412

476 644

169

－

212

123

3,100

782

155

1,979

400

32

取得価額
相当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

減損損失累
計額相当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

取得価額
相当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

減損損失累
計額相当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

249

（有形固定資
産）その他 770 374 165 230

機械装置及び
運搬具 3,097 2,401 446

（無形固定資
産）その他 286 78 25

1,131

468

182

4,155 2,854 638 662合　　計 合　　計

419
712

814

782
843

812

816
343
473

534
812

534

2 



70ページ　５．個別財務諸表　注記情報　「リース取引関係」

（訂正前）

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 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 　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 (1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当
　　　額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 　　額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が 同左
　　　　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って算定しておりま
　　　　す。

　(2）未経過リース料期末残高相当額等 (2）未経過リース料期末残高相当額等
　　　　未経過リース料期末残高相当額 　　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 百万円 １年内 百万円
１年超 百万円 １年超 百万円
合計 百万円 合計 百万円

　　　リース資産減損勘定期末残 百万円 　　リース資産減損勘定期末残 百万円

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース 同左
　　　　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って算定
　　　　しております。

　(3）支払リース料及び減価償却費相当額及び減損損失 (3）支払リース料及び減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 百万円 支払リース料 百万円
減価償却費相当額 百万円 百万円
減損損失 百万円 減価償却費相当額 百万円

　(4）減価償却費相当額の算定方法 (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 同左
によっております。

284 192
591 75

リース資産減損額勘定の取崩額

591 399

284 267

119 355
186 606

568 207

67 250

10 3

合　　計 2,178 1,400 591 186 合　　計 2,180 1,405

158 137

その他 42 25 12 4 その他 22 8

399 66

工具器具及び
備品 475 203 178 93 工具器具及び

備品 507 212

88 機械及び装置 1,650 1,184機械及び装置 1,660 1,171 400

　　至　平成18年３月31日） 　　至　平成19年３月31日）

取得価額
相当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

減損損失累
計額相当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

取得価額
相当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

減損損失累
計額相当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

前事業年度 当事業年度
（自　平成17年４月１日 （自　平成18年４月１日

3 



（訂正後）

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 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 　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 (1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当
　　　額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 　　額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が 同左
　　　　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って算定しておりま
　　　　す。

　(2）未経過リース料期末残高相当額等 (2）未経過リース料期末残高相当額等
　　　　未経過リース料期末残高相当額 　　　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 百万円 １年内 百万円
１年超 百万円 １年超 百万円
合計 百万円 合計 百万円

　　リース資産減損勘定期末残高 百万円 　　リース資産減損勘定期末残高 百万円

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース 同左
　　　　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って算定
　　　　しております。

　(3）支払リース料及び減価償却費相当額及び減損損失 (3）支払リース料及びリース資産減損勘定の取崩額及び
減価償却費相当額

支払リース料 百万円 支払リース料 百万円
減価償却費相当額 百万円 百万円
減損損失 百万円 減価償却費相当額 百万円

　(4）減価償却費相当額の算定方法 　(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 同左
によっております。

285 192
591 75

リース資産減損勘定の取崩額

591 399

285 267

519 355
778 606

568 207

259 250

158 137

合　　計 2,179 1,400 591 187 合　　計 2,181 1,406

10 3

工具器具及び
備品 476 203 178 94 工具器具及び

備品 508 212

399 66

車両及び運搬
具 42 25 12 4 車両及び運搬

具 22 8

88 機械及び装置 1,650 1,184機械及び装置 1,660 1,171 400

　　至　平成18年３月31日） 　　至　平成19年３月31日）

取得価額
相当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

減損損失累
計額相当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

取得価額
相当額
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円）

減損損失累
計額相当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

前事業年度 当事業年度
（自　平成17年４月１日 （自　平成18年４月１日

4 
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