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平成 20年 8月 8日 
 
各  位 
 
                      会 社 名  東 海 汽 船 株 式 会 社 
                    代表者名  代表取締役社長 清 水 賢 一 
                           (ｺｰﾄﾞ番号 9173 東証第２部) 
                    問合せ先  経 理 部 長 横 田 清 美 
                              （TEL 03-3436-1135） 
 

（訂正）過年度の決算短信等の一部訂正について 
 

当社が過年度に開示いたしました決算短信等の内容に、一部訂正すべき箇所がありまし

たのでお知らせいたします。 
なお、この訂正による各年度の損益に与える影響はありません。 
また、関連する有価証券報告書及び半期報告書につきましても、速やかに訂正報告書を

関東財務局に提出する予定です。 
 

記 
 
１．過年度の決算短信等 

平成 19年 12月期 決算短信      （平成 20年 2月 14日公表） 
平成 19年 12月期 中間決算短信    （平成 19年 8月 14日公表） 
平成 18年 12月期 決算短信（連結）  （平成 19年 2月 23日公表） 
平成 18年 12月期 個別財務諸表の概要 （平成 19年 2月 23日公表） 

 
 
２．訂正内容 
   注記事項（リース取引関係） 
     当社グループが賃借するリース物件において、開示事項に該当する契約の存在

を確認したため訂正いたします。 
 
 

以  上 
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平成19年12月期 決算短信 22ページ 

(訂正前) 

 (リース取引関係) 
 

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

当連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 60百万円

１年超 12百万円

合計 73百万円
  

―――――――― 

 

（訂正後） 

 (リース取引関係) 
 

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

当連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

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 

その他(車両運搬具)

取得価額相当額 21百万円

減価償却累計額相当額 1百万円

期末残高相当額 20百万円
 

その他(車両運搬具)

取得価額相当額 55百万円

減価償却累計額相当額 9百万円

期末残高相当額 45百万円
 

  なお、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おります。 

同   左 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 3百万円

１年超 16百万円

合計 20百万円
 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 10百万円

１年超 34百万円

合計 45百万円
 

なお、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出して

おります。 

同   左 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 1百万円

減価償却費相当額 1百万円
 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 8百万円

減価償却費相当額 8百万円
 

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 

オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 60百万円

１年超 12百万円

合計 73百万円
  

―――――――― 
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平成19年12月期 決算短信 38ページ 

(訂正前) 

 (リース取引関係) 
 

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 60百万円

１年超 12百万円

合計 73百万円
  

―――――――― 

 

（訂正後） 

 (リース取引関係) 
 

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

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 

車両運搬具

取得価額相当額 4百万円

減価償却累計額相当額 0百万円

期末残高相当額 3百万円
 

車両運搬具

取得価額相当額 15百万円

減価償却累計額相当額 3百万円

期末残高相当額 12百万円
 

  なお、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おります。 

同   左 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 0百万円

１年超 2百万円

合計 3百万円
 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 3百万円

１年超 9百万円

合計 12百万円
 

  なお、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出して

おります。 

同   左 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 0百万円

減価償却費相当額 0百万円
 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 2百万円

減価償却費相当額 2百万円
 

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 

オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 60百万円

１年超 12百万円

合計 73百万円
  

―――――――― 
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平成19年12月期 中間決算短信 22ページ 

(訂正前) 

 (リース取引関係) 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

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

オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

１年以内 60百万円

１年超 43百万円

合計 103百万円
 

オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

１年以内 2百万円

１年超 ―百万円

合計 2百万円
 

オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

１年以内 60百万円

１年超 12百万円

合計 73百万円
 

 

（訂正後） 

 (リース取引関係) 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

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

――――― 

 

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、及び中間

期末残高相当額 

その他(車両運搬具)

取得価額相当額 43百万円

減価償却累計額相当額 4百万円

中間期末残高相当額 38百万円
 

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 

その他(車両運搬具)

取得価額相当額 21百万円

減価償却累計額相当額 1百万円

期末残高相当額 20百万円
 

   なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間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。 

  なお、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

定しております。 
 ② 未経過リース料中間期末残高相当額

１年以内 8百万円

１年超 30百万円

合計 38百万円
 

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 3百万円

１年超 16百万円

合計 20百万円
 

   なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間

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。 

  なお、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おります。

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 3百万円

減価償却費相当額 3百万円
 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 1百万円

減価償却費相当額 1百万円
 

 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 

オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

１年以内 60百万円

１年超 43百万円

合計 103百万円
 

オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

１年以内 2百万円

１年超 ―百万円

合計 2百万円
 

オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

１年以内 60百万円

１年超 12百万円

合計 73百万円
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平成19年12月期 中間決算短信 40ページ 

(訂正前) 

 (リース取引関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

１年以内 60百万円

１年超 43百万円

合計 103百万円
 

オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

１年以内 2百万円

１年超 ―百万円

合計 2百万円
 

オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

１年以内 60百万円

１年超 12百万円

合計 73百万円
 

 

（訂正後） 

 (リース取引関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

――――― 

 

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、及び中間

期末残高相当額 

その他(車両運搬具)

取得価額相当額 15百万円

減価償却累計額相当額 1百万円

中間期末残高相当額 13百万円
 

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 

その他(車両運搬具)

取得価額相当額 4百万円

減価償却累計額相当額 0百万円

期末残高相当額 3百万円
 

   なお、取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間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。 

  なお、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

定しております。 
 ② 未経過リース料中間期末残高相当額

１年以内 3百万円

１年超 10百万円

合計 13百万円
 

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 0百万円

１年超 2百万円

合計 3百万円
 

   なお、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間

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。 

  なお、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おります。

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 1百万円

減価償却費相当額 1百万円
 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 0百万円

減価償却費相当額 0百万円
 

 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 

オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

１年以内 60百万円

１年超 43百万円

合計 103百万円
 

オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

１年以内 2百万円

１年超 ―百万円

合計 2百万円
 

オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

１年以内 60百万円

１年超 12百万円

合計 73百万円
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平成18年12月期 決算短信（連結）連21ページ 

(訂正前) 

 (リース取引関係) 
 

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) 

オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 146百万円

１年超 240百万円

合計 386百万円
  

オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 60百万円

１年超 12百万円

合計 73百万円
  

 

（訂正後） 

 (リース取引関係) 
 

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) 

―――――――― 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 

 その他(車両運搬具)

取得価額相当額 21百万円

減価償却累計額相当額 1百万円

期末残高相当額 20百万円
 

   なお、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おります。 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 3百万円

１年超 16百万円

合計 20百万円
 

 なお、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出して

おります。 

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 1百万円

減価償却費相当額 1百万円
 

 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。 

オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 146百万円

１年超 240百万円

合計 386百万円
  

オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 60百万円

１年超 12百万円

合計 73百万円
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平成18年12月期 個別財務諸表の概要 個13ページ 

(訂正前) 

 (リース取引関係) 
 

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) 

オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 146百万円

１年超 240百万円

合計 386百万円
  

オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 60百万円

１年超 12百万円

合計 73百万円
  

 

（訂正後） 

 (リース取引関係) 
 

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) 

―――――――― 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 

 車両運搬具

取得価額相当額 4百万円

減価償却累計額相当額 0百万円

期末残高相当額 3百万円
 

   なお、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おります。 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 0百万円

１年超 2百万円

合計 3百万円
 

   なお、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出して

おります。 

 ③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 0百万円

減価償却費相当額 0百万円
 

 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。 

オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 146百万円

１年超 240百万円

合計 386百万円
  

オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 60百万円

１年超 12百万円

合計 73百万円
   


