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(訂正) 「平成 22 年３月期 決算短信（非連結）」の一部訂正について 
 

 平成 22 年５月 14 日に発表いたしました「平成 22 年３月期 決算短信（非連結）」において記載事項

の一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 

記 

 

【訂正の理由】 

 表の年表示及び注記の数値等の一部に誤記載があったため訂正いたします。 

 

【訂正箇所】 
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(7)【財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】 

  【会計処理の変更】 

 ＜訂正前＞ 
前事業年度 

(自 平成 19 年４月１日 
   至 平成 20 年３月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 20 年４月１日 

   至 平成 21 年３月 31 日) 

（リース取引に関する会計基準等） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当期より、「リース取引に関する会計

基準」(企業会計基準第13号 (平成５年６月17日(企業

審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準

適用指針第16号(平成６年１月18日 (日本公認会計士協

会会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))を適用

しております。 

 なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありませ

ん。 

 
――――――― 

 

 ＜訂正後＞ 
前事業年度 

(自 平成 20 年４月１日 
   至 平成 21 年３月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 21 年４月１日 

   至 平成 22 年３月 31 日) 

（リース取引に関する会計基準等） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当期より、「リース取引に関する会計

基準」(企業会計基準第13号 (平成５年６月17日(企業

審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準

適用指針第16号(平成６年１月18日 (日本公認会計士協

会会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))を適用

しております。 

 なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありませ

ん。 

 

――――――― 
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  【表示方法の変更】 

 ＜訂正前＞ 
前事業年度 

(自 平成 19 年４月１日 
   至 平成 20 年３月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 20 年４月１日 

   至 平成 21 年３月 31 日) 

（損益計算書関係） 

 従来、営業外収益の「雑収入」に含めて表示してお

りました「受取技術料」は、営業外収益の総額の100分

の10を超えたため、区分掲記しております。 

 なお、前期の受取技術料はありません。 

      

――――――― 
 

 ＜訂正後＞ 
前事業年度 

(自 平成 20 年４月１日 
   至 平成 21 年３月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 21 年４月１日 

   至 平成 22 年３月 31 日) 

（損益計算書関係） 

 従来、営業外収益の「雑収入」に含めて表示してお

りました「受取技術料」は、営業外収益の総額の100分

の10を超えたため、区分掲記しております。 

 なお、前期の受取技術料はありません。 

       

――――――― 
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(リース取引関係) 
 ＜訂正前＞                   ＜訂正後＞ 

当事業年度 
(自 平成 21 年４月１日 
 至 平成 22 年３月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 21 年４月１日 
 至 平成 22 年３月 31 日) 

 
リース取引開始日が平成 20 年３月 31 日以前の所
有権移転外のファイナンス・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 

リース取引開始日が平成 20 年３月 31 日以前の所
有権移転外のファイナンス・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 

 

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) 

車両運搬具 34,800 26,962 7,837

工具器具備
品 

4,298 3,761 537

合計 39,098 30,723 8,374

 (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

しております。 

           ・ 

 

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) 

車両運搬具 28,590 20,752 7,837

工具、器具
及び備品 

4,298 3,761 537

合計 32,888 24,513 8,374

 (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

しております。 
           ・ 

           ・            ・ 

１ ファイナンス・リース取引 
   該当事項はありません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      ・ 
           ・ 

１ ファイナンス・リース取引 
 (借主側) 
 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

(1)リース資産の内容 
  ・有形固定資産 
    生産設備(車両運搬具)であります。 
  ・無形固定資産 
    会計基幹システム(ソフトウエア)であり

ます。 
(2)リース資産の減価償却の方法 

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。 

           ・ 
           ・ 
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(退職給付関係) 
 ＜訂正前＞                   ＜訂正後＞ 

当事業年度 
(自 平成 21 年４月１日 
 至 平成 22 年３月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 21 年４月１日 
 至 平成 22 年３月 31 日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 
  当社は、確定給付型の制度として、適格退職年
金制度、中小企業退職金共済制度及び退職一時金
制度を設けております。 

  また、従業員数が 300 人未満のため、退職給付
債務及び退職給付費用の計算については、簡便法
を採用しております。 

  なお、従業員の退職等に際して割増退職金を支
払う場合があります。 

１ 採用している退職給付制度の概要 
  当社は、確定給付型の制度として、厚生年金基
金制度、中小企業退職金共済制度及び退職一時金
制度を設けております。 

  また、従業員数が 300 人未満のため、退職給付
債務及び退職給付費用の計算については、簡便法
を採用しております。 

  なお、従業員の退職等に際して割増退職金を支
払う場合があります。 

           ・ 
           ・ 

           ・ 
           ・ 

 

 

以  上 

－3－


