
 

  

 

平成 20年６月２日 

各   位 

代 表 者 名

問い合わせ先 広

電話番号 079-266-6161（代表）

 

 

（訂正）「平成 20 年３月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ

 

住 所 兵庫県姫路市飾西 3 8 番地 1

会 社 名 フ ジ プ レ ア ム 株 式 会 社

代表取締役社長 松 本 實 藏

（ J A S D A Q ・ コ ー ド ： 4 2 3 7 ）

取締役ＩＲ・ 報部長 大 川 拓 志

 

において発表いたしました内容につ

て訂正すべき箇所がございましたのでお知らせいたします。 
 

記 

１．
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４．連結財務諸表 

（リース取引関係） 

 

 
平成 20年５月 16日付け当社「平成 20年３月期 決算短信」
い

 

訂正箇所 

ページ 

注記事項 

 

 



 

２．訂正内容 

訂正箇所は 線で示しております。 

 

【訂正前】 

前連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 

 至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 19 年４月１日 

 至 平成 20 年３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（借主側） 

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（借主側） 

（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 

（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 

  

取得価額 

相当額 

（千円） 

減価償却累 

計額相当額 

（千円） 

期末残高 

相当額 

（千円） 

機械装置及び

運搬具 
1,472,947 502,740 970,206

その他（工具

器具備品） 
67,867 28,959 38,908

合計 1,540,814 531,700 1,009,114
 

  

取得価額 

相当額 

（千円） 

減価償却累 

計額相当額 

（千円） 

期末残高 

相当額 

（千円） 

機械装置及び

運搬具 
1,598,637 827,953 770,684

その他（工具

器具備品） 
80,813 34,482 46,331

合計 1,679,451 862,435 817,015
 

（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  

（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  

１年内   218,104千円

１年超 826,094  

合計 1,044,198千円 

１年内 244,466 千円

１年超 617,803 

合計 862,270 千円 

（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、支払利息相当額及び減損損失 

（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、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料      193,716千円

減価償却費相当額 183,003

支払利息相当額 25,260 

支払リース料 258,622 千円

減価償却費相当額 232,873 

支払利息相当額 32,739  

（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

法によっております。 

（4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

（5）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

（5）利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 

１年内        2,518千円

１年超 944

合計       3,462千円 

１年内 14,278千円

１年超 47,264

合計 61,542千円 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

（減損損失について） 

             同左 

 

 

 



 

【訂正後】 

前連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 

 至 平成 19 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 19 年４月１日 

 至 平成 20 年３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（借主側） 

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（借主側） 

（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 

（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 

  

取得価額 

相当額 

（千円） 

減価償却累 

計額相当額 

（千円） 

期末残高 

相当額 

（千円） 

機械装置及び

運搬具 
1,372,633 494,556 878,076

その他（工具

器具備品） 
71,117 31,342 39,774

合計 1,443,750 525,899 917,851
 

  

取得価額 

相当額 

（千円） 

減価償却累 

計額相当額 

（千円） 

期末残高 

相当額 

（千円） 

機械装置及び

運搬具 
1,598,637 827,953 770,684

その他（工具

器具備品） 
84,063 37,515 46,548

合計 1,682,701 865,469 817,232
 

（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  

（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  

１年内   205,046千円

１年超 744,986 

合計 950,032千円 

１年内 244,466 千円

１年超 617,803 

合計 862,270 千円 

（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、支払利息相当額及び減損損失 

（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、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料      187,653千円

減価償却費相当額 176,498

支払利息相当額 23,813 

支払リース料 258,622 千円

減価償却費相当額 232,873 

支払利息相当額 32,739  

（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

法によっております。 

（4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

（5）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

（5）利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 

１年内       33,718千円

１年超 102,344

合計       136,062千円 

１年内 37,078千円

１年超 98,564

合計 135,642千円 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

（減損損失について） 

             同左 

 

以 上 

 

 

 


