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（訂正）「平成21年２月期 決算短信」の一部訂正について 

 

 

 平成21年４月６日に公表いたしました「平成21年２月期 決算短信」に一部訂正がありましたの

で、お知らせいたします。 

 なお、訂正箇所は下線にて表示しております。 

 

 

記 

 

 

【訂正個所】 

１．31ページ 

４．連結財務諸表 

 注記事項 

  （リース取引関係） 

 

２．58ページ 

５．個別財務諸表 

 注記事項 

  （リース取引関係） 



４．連結財務諸表 

注記事項 

（リース取引関係） 

（訂正前） 
前連結会計年度 

（自 平成19年２月21日 

        至 平成20年２月20日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年２月21日 

        至 平成21年２月20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） 

（中略） 

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 

 取得価額

相当額 

（百万円）

減価償却累 

計額相当額

（百万円） 

期末残高 

相当額 

（百万円）

車両運搬具 160 54 105

器具備品 977 659 317

ソフトウェア 103 94 8

計 1,241 809 431

（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年以内 232 百万円 

1年超 206 百万円 

合計 438 百万円 

（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 

支払リース料 421 百万円 

減価償却費相当額 395 百万円 

支払利息相当額 7 百万円 

（中略） 

 



（訂正後） 
前連結会計年度 

（自 平成19年２月21日 

        至 平成20年２月20日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年２月21日 

        至 平成21年２月20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） 

（中略） 

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 

 取得価額

相当額 

（百万円）

減価償却累 

計額相当額

（百万円） 

期末残高 

相当額 

（百万円）

車両運搬具 160 54 105

器具備品 1,569 705 863

ソフトウェア 151 98 53

計 1,881 858 1,022

（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年以内 325 百万円 

1年超 747 百万円 

合計 1,073 百万円 

（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 

支払リース料 430 百万円 

減価償却費相当額 444 百万円 

支払利息相当額 12 百万円 

（中略） 

 



５．個別財務諸表 

注記事項 

（リース取引関係） 

（訂正前） 
前事業年度 

（自 平成19年２月21日 

        至 平成20年２月20日） 

当事業年度 

（自 平成20年２月21日 

        至 平成21年２月20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） 

（中略） 

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 

 取得価額

相当額 

（百万円）

減価償却累 

計額相当額 

（百万円） 

期末残高 

相当額 

（百万円）

車両運搬具 158 53 105

器具備品 903 611 291

ソフトウェア 76 70 5

合計 1,137 734 402

（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 213 百万円 

1年超 195 百万円 

合計 408 百万円 

（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 

支払リース料 375 百万円 

減価償却費相当額 349 百万円 

支払利息相当額 6 百万円 

（中略） 



（訂正後） 

前事業年度 

（自 平成19年２月21日 

        至 平成20年２月20日） 

当事業年度 

（自 平成20年２月21日 

        至 平成21年２月20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） 

（中略） 

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 

 取得価額

相当額 

（百万円）

減価償却累 

計額相当額

（百万円） 

期末残高 

相当額 

（百万円）

車両運搬具 158 53 105

器具備品 1,495 657 838

ソフトウェア 124 74 50

合計 1,778 784 993

（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 306 百万円 

1年超 736 百万円 

合計 1,043 百万円 

（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 

支払リース料 383 百万円 

減価償却費相当額 399 百万円 

支払利息相当額 11 百万円 

（中略） 

 


