
１．平成18年3月期の連結業績（平成17年4月1日～平成18年3月31日） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）     454 円 19 銭 
※ 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後
様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

平成18年3月期 決算短信（連結） 平成18年5月10日

上場会社名 ＵＦＪセントラルリース株式会社 上場取引所  東・名 

コード番号 8599 本社所在都道府県  愛知県 

(URL http://www.ufjcl.co.jp/) 

代  表  者 役職名  代表取締役社長   氏名  田中 一好 

問合せ先責任者 役職名 常務執行役員総合企画部長   氏名  平田 由夫   ＴＥＬ （052）221－1531 

決算取締役会開催日  平成18年5月10日 

親会社等の名称  ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ(コード番号：8306) 他１社 

親会社等における当社の議決権所有比率 22.78 % 

米国会計基準採用の有無  無 

(1）連結経営成績 (百万円未満切捨）

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年3月期 509,042 0.4 18,698 16.3 18,632 14.3

17年3月期 507,124 36.2 16,080 60.1 16,303 67.3

 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益 

株主資本 

当期純利益率 

総資本 

経常利益率 

売上高 

経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年3月期 11,320 71.4 491 24 － － 19.7 1.4 3.7

17年3月期 6,604 41.0 331 26 － － 18.0 1.3 3.2

（注）①持分法投資損益 18年3月期   △26 百万円 17年3月期   39 百万円 

②期中平均株式数（連結） 18年3月期  23,009,035 株 17年3月期 19,883,442 株 

③会計処理の方法の変更 無 

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

(2）連結財政状態 (百万円未満切捨）

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

18年3月期 1,349,077 72,454 5.4 3,103 75 

17年3月期 1,307,165 42,280 3.2 2,130 30 

（注）期末発行済株式数（連結） 18年3月期 23,338,474 株 17年3月期 19,838,922 株 

(3）連結キャッシュ・フローの状況 (百万円未満切捨）

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年3月期 △23,429 △3,569 20,224 3,293 

17年3月期 15,119 △1,724 △73,470 9,923 

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 18 社 持分法適用非連結子会社数 － 社   持分法適用関連会社数 2 社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） － 社   （除外） 1 社  持分法（新規） 1 社   （除外） － 社

２．平成19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）  

 売上高 経常利益 当期純利益 

  百万円 百万円 百万円

中間期 255,500  9,500  5,300  

通 期 511,000  19,000  10,600  
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１．企業集団の状況 
(1）当社グループは、当社、子会社170社（国内150社、海外20社）ならびに関連会社７社（国内５社、海外２社）で構

成され、そのうち連結子会社が18社（国内11社、海外7社）、持分法適用関連会社が2社（国内2社）であります。 

 主な事業内容は、機械設備等の賃貸取引、割賦販売、金銭の貸付取引であります。 

 なお、上記の他、㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループおよび㈱三菱東京ＵＦＪ銀行がその他の関係会社となっ

ております。 

(2）当社、子会社ならびに関連会社の当該事業に係る位置づけおよび事業の種類別セグメント情報との関連は次のとお

りであります。 

① 賃貸、割賦販売、営業貸付ならびにその他の事業全般 

 当社が標記の事業を営んでおります。 

② 賃貸、割賦販売事業 

 国内においては、連結子会社の首都圏リース㈱、神鋼リース㈱、㈱ゼネラルエンタープライズ、セントラルオー

トリース㈱、ケイエムリーシング㈱、中京総合リース㈱、㈱日医リース、持分法適用会社の㈱ジャストオートリー

シング、テクノレント㈱が、建設機械、自動車、医療機器等の賃貸事業・割賦販売事業を展開しております。ま

た、非連結子会社㈲ユーエルエイチ・アルタイルほか132社は、匿名組合契約方式による航空機等の賃貸事業をお

こなっております。 

 海外では、連結子会社のCentral Leasing(U.S.A.)Inc.とその子会社１社が米国にて、Bangkok Central  

Leasing Co.,Ltd.がタイ国にて、賃貸事業および割賦販売事業を展開しております。 

③ 営業貸付、その他の事業 

 在外連結子会社のCentral Leasing(Hong Kong)Limitedほか３社は、営業貸付事業、有価証券投資を営んでおり

ます。 

 国内におけるその他の事業につきましては、下記のとおりであります。 

（連結子会社）    セントラルコンパス㈱            コンピュータ販売業等 

  セントラルビジネスサポート㈱        業務受託業 

  ㈱ユーマシン                中古機械販売業 

(3）当社は、子会社および関連会社に対して、事業資金の貸付、各子会社等の借入金に係る債務保証等をおこなってお

ります。 

 当社グループの事業系統図は、次のとおりであります。 

(注)１．その他の関係会社である㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループとの主な取引はコンピュータ等の賃貸、㈱三菱

東京ＵＦＪ銀行との主な取引は、事業資金の借入およびコンピュータ等の賃貸であります。 

２．㈱ＵＦＪホールディングスは、平成17年10月に㈱三菱東京フィナンシャル・グループと合併し、商号を㈱三菱Ｕ

ＦＪフィナンシャル・グループに変更しております。 

３．㈱ＵＦＪ銀行は、平成18年１月に㈱東京三菱銀行と合併し、商号を㈱三菱東京ＵＦＪ銀行に変更しております。

賃　　　　貸 割　　　　賦 貸　　　　付 そ　 の 　他

Ｕ Ｆ Ｊ  セ ン ト ラ ル リ ー ス 株 式 会 社

 連結子会社  連結子会社
首都圏リース㈱ ｾﾝﾄﾗﾙｺﾝﾊﾟｽ㈱
神鋼リース㈱ ㈱ユーマシン
㈱ゼネラルエンタープライズ
セントラルオートリース㈱
ケイエムリーシング㈱  連結子会社
中京総合リース㈱  割賦販売 ｼｰｴﾙｿﾘｭｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱
㈱日医リース  事務管理 ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ㈱
Central Leasing (U.S.A.) Inc.
ELM-Central Rail Leasing Company, L. P.
Bangkok Central Leasing Co., Ltd.

 持分法適用関連会社
㈱ジャストオートリーシング
テクノレント㈱  連結子会社

Central Leasing (Cayman) Inc.
Central Leasing (Hong Kong) Limited

 持分法非適用非連結子会社 Central Leasing (UK) Limited
㈲ユーエルエイチ･アルタイル ほか 132社 Drewry Shipping (Panama) Inc.

　 借入金に係る債務保証
　 事業資金の貸付

事業資金の貸付
借入金に係る債務保証、事務管理

事務管理等の受託 

        事業資金の貸付

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ ・ 機械等  
の購入および売却  
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２．経営方針 

(1）経営の基本方針 

 当社グループは、「お客さま、社会からの信頼に応えることを最大の喜びとしよう」を経営理念として掲げ、

「もの」を軸とした事業展開の中で、お客さまの設備投資にまつわる様々な課題や問題を解決する“アセットソリ

ューション”を通じて、お客さまとともに成長する革新的な企業集団を目指しております。お客さまの設備投資に

有効かつ適切なソリューションを提供していくことにより、社会に貢献し、当社グループの価値を高めてまいりま

す。 

(2）会社の利益配分に関する基本方針 

当社グループは、収益状況に応じた配当をおこなうことを基本としつつ、株主の皆様に対する利益還元を安定的

に維持向上していくこと、および経済環境の変化に対応できる企業体質の一層の強化、ならびに将来の事業展開に

備えるための内部留保の充実などを勘案し、配当金を決定する方針を採っており、中間期末日および期末日を基準

日として配当金の支払いをおこなっております。 

この方針に基づき、当期の配当につきましては、１株当たり15円の中間配当を実施し、期末配当金は１株当たり

20円とし、年間配当金は15円増配の１株当たり35円とさせていただく予定であります。 

なお、会社法施行後における配当回数の変更は予定しておりません。 

(3）投資単位の引下げに関する考え方および方針等 

当社は、投資家層の拡大を図ることを資本政策上の重要な課題のひとつとして認識しております。 

投資単位の引下げに関しましては、今後、市場の要請や当社株価の推移等を勘案し、その費用および効果を検討

しつつ、慎重に対処していきたいと考えております。 

(4）目標とする経営指標 

 当社グループは、平成16年４月よりスタートした第一次グループ中期経営計画を実行中であります。数値目標に

つきましては毎年見直しをおこなっており、最終年度となる平成18年度の連結数値目標について、以下の通り設定

しております。 

 なお、この連結数値目標は、当社グループが本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき策定したもので

あり、実際の業績は、今後様々な要因によって達成できない場合があります。 

（注）１．企業価値を計る指標として、当期純利益から株主資本コストを控除した指標、ＵＣＶＡ

（UFJ Central Lease Value Added）を導入しております。 

・ＵＣＶＡ＝ 当期純利益 － 株主資本コスト（※） 

※ 株主資本コスト ＝ 総資産額 × 想定株主資本比率 × 株主資本コスト（率） 

想定株主資本比率＝５％、株主資本コスト（率）＝７％に置いております。 

２．Ｒ Ｏ Ａ＝ 当期純利益 ÷ 期末総資産 

 平成18年度  （ご参考）  

 変更前 変更後 平成17年度実績  平成16年度実績  

経 常 利 益 180億円 190億円 186億円  163億円

当 期 純 利 益 100億円 106億円 113億円  66億円

       ＵＣＶＡ（注１） 53億円 56億円 66億円  20億円

       Ｒ Ｏ Ａ（注２） 0.74％ 0.74％ 0.84％  0.51％
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(5）中長期的な会社の経営戦略および対処すべき課題 

当社グループは、平成16年度を初年度とする第一次グループ中期経営計画 

『Ｇｒｏｕｐ Ｖａｌｕｅ－Ｕｐ Ｐｌａｎ ２００６ ～「トップステージへの躍進」』 

を策定しております。 

中期経営計画におきましては、上記（４）の目標とする経営指標とともに、当社グループの目指す姿として、 

顧客満足度 №１ ～ スピード＆ソリューションで高い支持 

革 新 性 №１ ～ 将来を見据えた先進的な多機能サービスの提供 

成 長 性 №１ ～ 収益伸び率でトップクラスの水準を実現 

の３項目での№１を掲げております。 

 当期の主な進捗状況は以下のとおりであります。 

■環境関連事業 

ＥＳＣＯ（Energy Service Company）ビジネス(注)およびオンサイト発電（需要地に近接して配置される小規模

発電システム）の取組みについて、当社は早くから専門組織を設けて注力してまいりました。特にＥＳＣＯビジネ

スについては、環境意識の高まりを受け、温室効果ガス削減を図るものとして近年市場規模が飛躍的に拡大してお

ります。当期におきましては、ＥＳＣＯ事業、オンサイト発電を合わせ、計37件の契約を成約いたしました。 

また、ＥＳＣＯビジネスに限らず、当社グループは、環境にやさしいリース会社を目指しております。地球環境

との調和を経営の最重要課題のひとつとして位置づけ、今後も地球環境にやさしい設備・機器のリース推進、リー

ス終了物件の再利用、分別処分によるリサイクル・適正廃棄を推進してまいります。 

（注）ＥＳＣＯビジネスは、電気、ガス、石油などエネルギーの削減をビルや工場等の施設全体について請け負

い、その削減効果を保証するサービスです。 

■ＰＦＩ事業 

当社では、平成11年の「民間資金等の活用による公共施設等の促進に関する法律」の施行に伴い、業界の先陣を

切ってＰＦＩ（Private Finance Initiative）事業(注)に取り組んでまいりました。 

当期におきましては、建設を進めておりました田原市新リサイクルセンターが完成し、平成17年４月１日より運

営を開始いたしました。 

また、同年６月には当社と子会社の首都圏リース株式会社が参加するグループがさいたま市のプラザノース整備

事業を落札、同年10月にさいたま市と本事業を遂行するＳＰＣ（当社および首都圏リース株式会社も出資）との間

で事業契約が締結され、当社がＳＰＣに対し劣後融資を実行するとともに、首都圏リース株式会社と共同でフィナ

ンシャルアドバイザーとしての機能を提供しております。 

その他、横浜市科学技術高等学校（仮称）整備事業、愛知県知多浄水場始め４浄水場排水処理施設整備・運営事

業、および神戸大学（六甲台２）総合研究棟（農学系）改修施設整備等事業について、それぞれグループの構成員

として落札するなど、着実に成果を積み上げております。 

（注）ＰＦＩ事業は、公共施設整備等の新しい手法として、施設を民間が建設し、求められるサービスを付加し

て、一定期間に亘り公共側に賃貸・割賦販売する事業です。 

■物件価値に着目した取組み 

当社グループは、グループビジョンとして『「アセットソリューション」を通じて、お客さまとともに成長する

革新的な企業集団でありたい』を掲げ、“もの”を中心とした取組みの中で、従来の手法にとらわれない、革新的

かつお客さまのニーズにフィットした商品の開発・推進を目指しております。 

（オペレーティングリース） 

当社では、工作機械を主体にオペレーティングリースを推進しておりますが、オペレーティングリースのメリ

ットの浸透と好調な工作機械需要を背景に、着実に契約実績を残しております。 

また、射出成型機ほかオペレーティングリースの対象機種も拡がりを見せており、工作機械以外での取組みも

推進しております。 

当社では、今後も中古価値や使用継続性を考慮した新たな取扱機種を増やしていくとともに、中古市場を創造

していくことにより、収益性の向上を図ってまいります。 

当期には、医療機器のオペレーティングリースの推進を図るため、中古医療機器の販売会社エム・キャスト株

式会社を合弁で立ち上げました。これにより、当社グループが強みとする医療機器リースの更なる強化を目指す

ものであります。 
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（工作機械） 

当期は、工作機械の取組額が372億円と、前期比29.0％の増加となり、引き続き好調を維持しております。工

作機械につきましては、中古工作機械販売子会社である株式会社ユーマシンの物件査定能力・転売能力をフルに

活用し、ファイナンスリースのみならず、オペレーティングリースの中心機種として、また工作機械スピードリ

ースも含め、当社が強みを持つ機種として契約実績を積み重ねております。 

（建物リース事業） 

当社は、事業用借地権を利用した店舗等の建物リース事業のパイオニアとして、全国に500棟を超える実績を

有しております。これらの実績をベースに培ったノウハウを活用し、建物の立地や転用可能性などを勘案して設

計した、一定期間経過後は解約・退店可能な商品の取扱いも件数を積み上げております。 

■株式会社東洋信総合ファイナンスの営業資産の譲受け 

平成17年3月30日、当社は東洋信総合ファイナンス株式会社と、同社の営業資産（リース資産・債権および割賦

債権）を譲受けることについて合意、譲渡契約を締結いたしました。 

当期には、同契約に基づき取得価額ベースで115億円の営業資産を譲受け、営業基盤の一層の拡充を果たしまし

た。 

■資金原価の削減 

当期末における直接調達比率は、連結ベースで52.9％と前期末比4.9％向上いたしました。直接調達による調達

残高は前期末比592億円増加の5,984億円となり、内訳は、コマーシャルペーパー発行残高が前期末比810億円増加

の2,810億円、リース債権流動化による調達残高が前期末比194億円減少の3,119億円、子会社の社債発行残高が前

期末比23億円減少の55億円となっております。  

なお、平成17年６月に株式会社日本格付研究所、同年８月に株式会社格付投資情報センターより、それぞれ長期

格付け「Ａ－」の格付けを取得、また短期格付けにつきましても、株式会社日本格付研究所の「Ｊ－１」に加え、

同年8月に株式会社格付投資情報センターから最上級の「ａ－１」の格付けを取得いたしました。 

グループ会社を含め推進、強化してきた債権流動化と合わせ、今後も引き続き直接調達にも注力し、安定的かつ

低コストの資金調達を推進してまいります。 

■自己資本の充実 

自己資本の充実は、高い長期格付けの取得や新ＢＩＳ規制への対応などにも密接に関連するものとして、当社に

とっての喫緊の課題と認識しておりましたが、平成17年４月の公募および同年５月の第三者割当増資により、合わ

せて3,426,500株の新株式発行を実施、135億円の資金調達をおこない、自己資本比率の向上、財務体質の強化を果

たすことができました。 

なお、調達資金につきましては、主として上記東洋信総合ファイナンス株式会社からの営業資産の買取りに充当

しております。 

■新システムの稼動 

平成15年度より、「営業力の強化と事務の効率化」、「経営指標の充実」、「グループシナジーの発揮」を目的

として、システムリニューアルに着手しておりましたが、平成17年４月４日より、新システム名「Ｉｓｉｓ（アイ

シス）」として第一次開発分が稼動、財務・会計システム、現状分析システム、統合リスク管理システムなどの第

二次開発分が本年１月より稼動しております。 

また、同一システムを順次グループ会社に展開し、これにより各社の業務フローを合わせたうえで、共通部門を

統合・アウトソース化などの手段により合理化し、コスト削減を図ってまいります。  
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(6）親会社に関する事項 

① 親会社等の商号等 

 （平成18年3月31日現在）

（注）親会社等の議決権所有割合は、発表日現在までに当社にて確認した数値であります。また、（ ）内は、

間接所有割合で内数であります。 

② 親会社等のうち、当社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号及びその理由 

③ 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

イ．親会社等の企業グループにおける当社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的

関係 

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループは、当社を持分法適用関連会社と位置付けております。三菱

ＵＦＪフィナンシャル・グループは、銀行、証券会社等の幅広い金融サービスを展開しており、当社は同グル

ープの中核リース会社として、同グループが提供するサービスのうち、リース機能を中心とした役割を担って

おります。 

当社は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行からリース資産購入等の事業資金を借り入れているほか同行を含む三

菱ＵＦＪフィナンシャル・グループのグループ企業とリース取引等をおこなっております。また、当社には同

グループとの連携強化を目的に、以下の通り株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行との兼任取締役が１名就任しており

ます。 

 （役員の兼務状況） 

（注）当社の取締役６名、監査役４名のうち、親会社等との兼任役員は当該１名のみであります。 

ロ．親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスクおよびメリット、親会社等やそのグループ

企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等 

当社は、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループとのグループ企業と緊密な連携を取りつつ事業展開をおこな

っており、同グループからの顧客紹介による取引基盤の拡充等のメリットがあります。 

他方、当社は当社独自の経営方針・戦略に基づき事業活動をおこなっておりますので、同グループに属する

ことによる事業上の制約、経営・事業活動への影響はありません。 

親会社等 属性 

親会社等の議

決権所有割合

(%) 

親会社等が発行する株券が上場されて

いる証券取引所等 

株式会社三菱ＵＦＪフィ

ナンシャル・グループ 

上場会社が他の会社の関

連会社である場合におけ

る当該他の会社 

22.78 

(22.78) 

株式会社東京証券取引所市場第一部 

株式会社名古屋証券取引所市場第一部 

株式会社大阪証券取引所市場第一部 

ニューヨーク証券取引所 

ロンドン証券取引所  

株式会社三菱東京ＵＦＪ

銀行 
同上 

22.78 

(11.61) 
なし  

商   号 理   由 

株式会社三菱ＵＦＪフィナン

シャル・グループ 

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループは、持株会社として100%出資

子会社である株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の経営権を掌握しております。 

役職 氏名 
親会社等又はそのグループ 

企業での役職 
就任理由 

取締役 沖原 隆宗 
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

代表取締役副頭取 

親会社等の企業グループとの連携強化を図るた

め当社から就任を要請しております 
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ハ．親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人

的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等がある中における、親会社からの一定の独立性

の確保に関する考え方及びそのための施策 

上記の通り、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループに属することによる事業上の制約、経営・事業活動への

影響はありません。また、同グループとは、事業資金の借入やリース取引等がありますが、通常の手続き、取

引条件での取引であり、一般顧客と同様の手続きを経て当社独自の判断の下、決定されるものであります。 

ニ．親会社等からの一定の独立性の確保の状況 

当社は、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループと緊密な連携関係を維持しながら事業展開を行っていく方針

でありますが、同グループに属することによる事業上の制約はなく、また当社は当社独自の経営判断に基づ

き、営業取引や資金調達をはじめとする事業活動をおこなっておりますので、当社の独立性は十分に確保され

ていると考えております。 

④ 親会社等との取引に関する事項 

「４．連結財務諸表等」の注記「関連当事者との取引」に記載しておりますので、ご参照ください。 
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３．経営成績及び財政状態 

(1）経営成績 

① 当期の業績 

当期におけるわが国経済は、企業部門の収益改善や設備投資の増加に加え、個人消費にも明るさが見られるな

ど、景気は回復基調で推移いたしました。 

リース業界全体におきましても、企業の好調な設備投資を反映して、取扱高は堅調な推移を示しております。 

このような環境の中、当社グループは平成16年度にスタートした第一次グループ中期経営計画（平成16年度～平

成18年度）で掲げた諸施策に基づき、収益力の強化、経営基盤の強化に向け、グループ一丸となって取り組んでま

いりました。 

この結果、当期における契約実行高は前期比14.5％増加の5,059億円となり、営業資産残高（割賦未実現利益控

除後）は前期末比3.5％増加し1兆2,386億円となりました。 

売上高は、営業資産の積上げはありましたが、リース取引の解約およびリース資産処分による収入が前期比減収

となったことなどから、全体では前期比0.4％増加の5,090億円となりました。 

利益面では、新システム稼動に伴う販売費及び一般管理費の増加はありましたが、資金原価の更なる低減に努め

たことなどから、経常利益は前期比14.3％増加の186億32百万円となりました。当期純利益は、前期に本社ビルの

譲渡により計上した特別損失が大幅に減少し特別損益が大きく改善したこと、およびＩＴ投資促進税制の適用によ

り法人税等の負担が減少したことから、前期比71.4％増加の113億20百万円となり、経常利益、当期純利益ともに

前期に続き過去最高益となりました。 

② セグメント別の状況 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

[賃貸事業] 

賃貸事業は、産業機械、工作機械などの取扱いが順調に推移したことに加え、東洋信総合ファイナンス株式会社

の営業資産買取りもあり、リース資産残高は前期末比4.1％増加の9,943億円となりました。 

売上高は前期比0.8％増加の4,178億円となり、原価面においては、資金原価の低減に加え、前期に当社でリース

資産残価率の見直しにより減価償却費が増加しましたが、当期はその影響額が減少したため、営業利益は前期比

25.0％増加の152億70百万円となりました。 

（注）リース資産残価率の見直し 

当社では、リース資産の減価償却方法として、リース契約期間を償却年数とし、リース契約期間満了時に見

込まれるリース資産の処分価額を残存価額として、当該期間内に定額償却する方法を採用しております。平

成16年４月の株式会社ＵＦＪビジネスファイナンスのリース事業部門との統合により、リース資産構成に大

幅な変化があったことを考慮し、残存価額の割合の見直し（残価率の引下げ）をおこないました。 

[割賦販売事業] 

割賦販売事業は、新規検収資産を積み増す一方、既存債権の回収が進んだため、割賦債権残高（未実現利益控除

後）は前期末比5.9％減少の1,768億円となりました。 

売上高は前期比3.8％減少の873億円、営業利益は前期比1.1％増加の39億１百万円となりました。 

[営業貸付事業] 

営業貸付事業は、ファイナンス関連案件の取組みにより、営業貸付債権残高は前期末比25.5％増加の656億円と

なりました。 

売上高は前期比20.6％増加の13億85百万円となりましたが、営業利益は、債権残高の増加に伴い貸倒費用を積増

したため、前期比19.6％減少の３億94百万円となりました。 

[その他の事業] 

その他の事業は、主に物件売買およびフィー収入で、売上高は前期比17.9％増加の33億69百万円となりました

が、利益率の高いフィー収入が減少したため、営業利益は前期比14.3％減少の７億80百万円となりました。 
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(2）次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、企業収益の改善を背景として、わが国経済は引き続き回復基調で推移するものと

推察される一方で、原油価格、米国経済や金利の動向等が企業収益に影響を及ぼす懸念も残っております。 

このような経営環境の下、当社グループは第一次グループ中期経営計画を着実に推進していくことにより、収益

力を強化し、企業価値を高め、安定的な株主利益の追求に全力で邁進していく所存であります。 

平成19年３月期の連結業績につきましては、リスクとリターンの関係を見据えた良質な営業資産の着実な積上げ

を図ることで、売上高5,110億円（当期比0.4％増）、経常利益190億円（当期比2.0％増）、当期純利益106億円

（当期比6.4%減）を見込んでおります。 

（注）この資料に記載されている業績見通しは、当社グループが現時点で入手可能な情報に基づき合理的と判断し

たものです。実際の業績は様々な要因の変化により、記述されている見通しとは大幅に異なることがあり得

ますことをご承知ください。このような要因としては、「（４）事業等のリスク」に記載の通り、経済環境

変化による民間設備投資の動向、新規倒産発生状況、市場金利の動向、および会計基準の変更等が考えられ

ます。 

(3）財政状態 

当期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末比66億29百万円減少の32億93百万円となりました。 

[営業活動によるキャッシュフロー] 

営業活動によるキャッシュ・フローは、リース契約の取扱いが順調に推移しリース資産取得による支出が増加し

たことなどにより、前期比385億49百万円減少し234億29百万円の支出となりました。 

[投資活動によるキャッシュフロー] 

投資活動によるキャッシュ・フローは、営業案件に係る投資有価証券の取得などによる支出が増加した一方、関

係会社貸付金の回収が進んだことなどにより、前期比18億44百万円減少し35億69百万円の支出となりました。 

[財務活動によるキャッシュフロー] 

財務活動によるキャッシュ・フローは、コマーシャルペーパー発行等による直接調達を推し進め、また、営業資

産購入資金の調達として新株式の発行をおこなった結果、前期比936億94百万円増加し202億24百万円の収入となり

ました。 

(4）事業等のリスク 

当社の投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のものがあります。 

① リース業における特性について 

当社グループの主業務はリース業でありますが、リース取引における売上高と売上原価の計上については以下の

ような特徴があります。 

リース業務の売上高である賃貸料収入は、リース契約締結時の金利水準に基づいて決定され、リース期間にわた

って一定額が売上高として計上されます。売上原価は、賃貸原価と資金原価から構成されます。主な賃貸原価であ

る減価償却費は、賃貸料収入と同様に毎月均等額が計上されますが、リース資産購入のための借入金等の利息相当

額である資金原価は、借入金等がリース料の回収に応じて返済されて減少するため、リース期間の経過に伴い、減

少する傾向があります。 

このように、個別のリース契約においては、売上高（賃貸料収入）は一定額が計上されますが、売上原価（減価

償却費、資金原価等）はリース期間の経過に従って逓減する傾向があります。 

② 業績の変動要因について 

ａ．民間設備投資額とリース設備投資額について 

民間設備投資額とリース設備投資額の動向には相関性があり、リース設備投資額は、国内の景気動向、特に

企業の設備投資動向により影響を受けます。 

当社グループの主業務はリース業であるため、企業の設備投資が大幅に減少した場合、当社グループの経営

成績および財政状態に影響を与える場合があります。 
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ｂ．取引先の信用リスクについて 

当社グループでは、取引先層の拡充に努める一方、特定企業や業種に対して与信が集中しないよう、慎重な

審査スタンスの下、リスク分散を図りつつ取引をおこなっております。 

しかしながら、国内の景気動向により企業の業績が低迷し、企業倒産が増加する場合には、当社グループの

貸倒費用が増加し、経営成績および財政状態に影響を与える場合があります。 

  

ｃ．金利動向による影響について 

取引先とのリース料は、リース契約時の金利水準に基づいて決定され、契約期間中原則固定であり、市場金

利の変動には連動いたしません。一方、リース資産の購入資金は、一部変動金利資金により調達していること

から、調達コストである資金原価は市場金利動向により変動いたします。 

このため、ＡＬＭ（Asset Liability Management：資産負債総合管理）に基づき、固定金利資産に対する変

動金利負債の割合を常時ウォッチし、金利変動リスクを回避するよう努めておりますが、当社グループの業績

は、現存するリース債権の契約時における金利水準とその後の市場金利水準との格差によって、影響を受ける

ことがあります。 

  

ｄ．当社グループの営業基盤強化について 

当社は、グループの営業基盤強化を図るため、平成12年３月に神鋼リース株式会社、平成13年３月に株式会

社日医リース、平成15年３月に中京総合リース株式会社、平成16年２月にはあさひ銀リース株式会社（平成16

年７月首都圏リース株式会社に社名変更）をそれぞれ子会社化しております。 

当社は、対象企業が独自の強みや営業基盤を有し、かつ当社と補完しあえる関係にあり、グループの経営基

盤を強化できると判断した場合に限って、Ｍ＆Ａや企業連携をおこなう方針であり、単に企業規模の拡大を目

的とするものではありません。 

なお、当社の方針に基づいておこなったＭ＆Ａや企業連携が当初計画どおりの成果を挙げることができない

場合には、当社グループの財政状態および経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

ｅ．リース取引に係る会計基準の見直しに伴う影響 

わが国のリース取引に係る現行の会計基準では、ファイナンス・リース取引のユーザー側の会計処理は、原

則として通常の売買取引に係る会計処理に準じる取扱いとなっております。 

ただし、所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理については、所定の事項を財務諸表に注記する

ことにより、賃貸借取引に係る方法に準じた方法（オフバランス処理）が認められております。 

企業会計基準委員会では、平成14年7月に「リース会計専門委員会」を設置し、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引に係る会計処理方法について審議をおこなっております。 

リースの利用目的は多様でありますが、現行のリース会計基準の見直しの内容によっては、企業のリース需

要が減退し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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４．連結財務諸表等 
(1）連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
増減 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％） 

金額 
(百万円)

（資産の部）          

Ⅰ 流動資産          

１．現金及び預金   9,970   3,281  △6,689 

２．受取手形    514   233  △281 

３．割賦債権 ※２  200,357   187,713  △12,643 

４．営業貸付債権    52,330   65,687  13,357 

５．賃貸料等未収入金   18,878   17,990  △888 

６．有価証券   20   20  0 

７．繰延税金資産    1,758   2,026  267 

８．その他    14,678   12,389  △2,289 

貸倒引当金   △5,173   △3,988  1,184 

流動資産合計   293,335 22.4  285,352 21.2 △7,982 

Ⅱ 固定資産          

１．有形固定資産 ※１         

(1）リース資産    865,483   899,433  33,949 

(2）リース資産前渡金   4,037   3,346  △690 

(3）社用資産   1,527   878  △648 

有形固定資産合計   871,048 66.6  903,658 67.0 32,610 

２．無形固定資産          

(1）リース資産   89,643   94,953  5,310 

(2）連結調整勘定   3,017   2,521  △496 

(3）その他   3,808   4,331  523 

無形固定資産合計   96,469 7.4  101,806 7.5 5,337 

３．投資その他の資産          

(1）投資有価証券 ※２  18,124   33,287  15,162 

(2）固定化営業債権   8,613   6,589  △2,023 

(3）繰延税金資産   6,545   3,320  △3,224 

(4）その他 ※２  18,966   20,217  1,251 

貸倒引当金   △5,937   △5,155  781 

投資その他の資産合計   46,312 3.6  58,259 4.3 11,946 

固定資産合計   1,013,830 77.6  1,063,725 78.8 49,894 

資産合計   1,307,165 100.0  1,349,077 100.0 41,912 
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前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
増減 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％） 

金額 
(百万円)

（負債の部）          

Ⅰ 流動負債          

１．支払手形及び買掛金    77,322   75,797  △1,525 

２．短期借入金   140,221   193,671  53,449 

３．一年内償還予定社債   2,300   1,500  △800 

４．一年内返済予定長期借
入金 

  163,428   121,860  △41,568 

５．コマーシャルペーパー   200,000   281,000  81,000 

６．一年内支払予定長期未
払金 

   124,900   115,380  △9,520 

７．未払法人税等   2,110   5,625  3,514 

８．割賦未実現利益   12,549   10,901  △1,648 

９．賞与引当金   903   880  △23 

10．その他    20,918   19,193  △1,725 

流動負債合計   744,656 57.0  825,809 61.2 81,152 

Ⅱ 固定負債          

１．社債   5,500   4,000  △1,500 

２．長期借入金   279,030   216,828  △62,202 

３．長期未払金    206,521   196,588  △9,932 

４．繰延税金負債   732   973  241 

５．退職給付引当金   1,673   1,578  △94 

６．役員退職慰労引当金   150   186  35 

７．その他    22,326   26,248  3,921 

固定負債合計   515,934 39.5  446,403 33.1 △69,530 

負債合計   1,260,590 96.5  1,272,212 94.3 11,622 

          

（少数株主持分）          

少数株主持分   4,294 0.3  4,410 0.3 115 

          

（資本の部）          

Ⅰ 資本金    6,567 0.5  13,324 1.0 6,757 

Ⅱ 資本剰余金   12,229 0.9  19,205 1.4 6,975 

Ⅲ 利益剰余金   20,845 1.6  31,599 2.3 10,754 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  3,664 0.3  8,773 0.7 5,108 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △980 △0.1  △442 △0.0 537 

Ⅵ 自己株式    △46 △0.0  △5 △0.0 40 

資本合計   42,280 3.2  72,454 5.4 30,174 

負債、少数株主持分及び資
本合計 

  1,307,165 100.0  1,349,077 100.0 41,912 
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(2）連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度  
（自 平成17年４月１日  
至 平成18年３月31日）  

増減

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）  
百分比
（％） 

金額
(百万円) 

Ⅰ 売上高   507,124 100.0  509,042 100.0 1,918

Ⅱ 売上原価   473,263 93.3  471,298 92.6 △1,965

売上総利益   33,860 6.7  37,744 7.4 3,883

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  17,779 3.5  19,045 3.7 1,266

営業利益   16,080 3.2  18,698 3.7 2,617

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  40   85   

２．受取配当金  386   226   

３．受取家賃  127   －   

４．持分法による投資利
益 

 39   －   

５．その他  188 782 0.1 237 549 0.1 △232

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  439   366   

２．新株発行費  －   84   

３．為替差損  15   9   

４．その他  104 559 0.1 154 615 0.1 55

経常利益   16,303 3.2  18,632 3.7 2,329

Ⅵ 特別利益        

１．投資有価証券売却益  417 417 0.1 370 370 0.0 △46

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産売却損 ※２ 3,602   －   

２．投資有価証券売却損   －   44   

３．投資有価証券評価損   679   －   

４．減損損失  － 4,282 0.8 48 93 0.0 △4,189

税金等調整前当期純利
益 

  12,438 2.5  18,910 3.7 6,471

法人税、住民税及び事
業税 

 4,822   7,498   

法人税等調整額  534 5,357 1.1 △252 7,246 1.5 1,889

少数株主利益   476 0.1  342 0.0 △133

当期純利益   6,604 1.3  11,320 2.2 4,716
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(3）連結剰余金計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

増減

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 
金額
(百万円) 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   8,363  12,229 3,865

 Ⅱ 資本剰余金増加高          

１．増資による新株の発
行 

 －   6,751   

２．会社分割による新株
の発行 

 3,865   －   

３．自己株式処分差益  － 3,865 224 6,975 3,109

Ⅲ 資本剰余金期末残高   12,229  19,205 6,975

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   14,571  20,845 6,274

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１．当期純利益  6,604 6,604 11,320 11,320 4,716

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．配当金  320  548  

２．役員賞与  9 329 18 566 236

Ⅳ 利益剰余金期末残高   20,845  31,599 10,754
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

増減

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 
金額
(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益  12,438 18,910 6,471

リース資産および社用資産減価償却
費 

 322,667 327,662 4,995

固定資産売却損  3,602 － △3,602

投資有価証券評価損  679 － △679

貸倒引当金の増減額（減少：△）お
よび貸倒損失 

 △1,191 △1,765 △574

受取利息および受取配当金  △2,256 △1,278 977

支払利息  12,586 10,073 △2,513

リース資産の増減額（増加：△）  △331,302 △370,401 △39,099

割賦債権の増減額（増加：△）  23,310 10,398 △12,912

営業貸付債権の増減額（増加：△）  △2,472 △11,752 △9,280

支払手形及び買掛金の増減額 
（減少：△） 

 △11,526 △637 10,888

その他  6,281 8,557 2,276

小計  32,818 △10,234 △43,053

利息および配当金の受取額  2,218 1,317 △900

利息の支払額  △12,589 △10,249 2,340

法人税等の支払額  △7,327 △4,263 3,063

営業活動によるキャッシュ・フロー  15,119 △23,429 △38,549

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形社用資産の売却による収入  4,114 － △4,114

無形社用資産の取得による支出  △2,155 △1,344 810

投資有価証券の取得による支出  △151 △7,208 △7,056

投資有価証券の売却および償還によ
る収入 

 609 913 304

連結範囲の変更を伴う子会社株式の
追加取得による支出 

※２ △330 － 330

子会社株式の追加取得による支出   △1,460 △153 1,307

連結範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による収入 

※３ － 123 123

出資金の増加による支出   △911 △1,512 △601

貸付金の増加による支出  △2,192 △1,318 873

貸付金の減少による収入  1,004 7,042 6,037

その他  △251 △110 140

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,724 △3,569 △1,844
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前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

増減

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 
金額
(百万円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

コマーシャルペーパー発行による 
収支 

 96,498 81,000 △15,498

短期借入れによる収支  △74,998 52,230 127,228

長期借入れによる収入  46,795 91,439 44,644

長期借入金の返済による支出  △173,339 △195,771 △22,432

社債の償還による支出  △1,800 △2,300 △500

リース債権流動化による収入  203,191 142,286 △60,904

リース債権流動化の返済による支出  △169,454 △161,940 7,513

配当金の支払額  △320 △548 △228

少数株主への配当金支払額  △43 △29 13

株式の発行による収入  － 13,424 13,424

自己株式の売却による収入  － 434 434

その他  △0 △0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー  △73,470 20,224 93,694

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  321 144 △176

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額   
（減少：△） 

 △59,754 △6,629 53,124

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  69,359 9,923 △59,435

Ⅶ 会社分割による現金及び現金同等物の
受入額 

 318 － △318

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 9,923 3,293 △6,629
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＜連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項＞ 

１．連結の範囲に関する事項 

主要な連結子会社の名称 

「１．企業集団の状況」に記載しているため省略しております。 

連結子会社であったテクノレント㈱は、株式の一部を売却したことにより、持分法適用関連会社となりま

した。 

㈲ユーエルエイチ・アルタイルほか132社は、匿名組合契約方式によるリース事業をおこなっている営業者で

あり、その資産および損益は実質的に当該子会社に帰属しないため、連結の範囲から除外しております。 

Griffon Navigation Corporation ほか17社は小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益および

利益剰余金等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しておりま

す。 

２．持分法の適用に関する事項 

㈱ ジャストオートリーシング 

テクノレント ㈱ 

 連結子会社であったテクノレント㈱は、株式の一部を売却したことにより、持分法適用関連会社となりま

した。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。 

在外連結子会社    ７社   12月31日 

在外連結子会社７社は、決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要な調整をおこなっております。 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

(1）連結子会社の数 18社 

(2）非連結子会社の数 151社 

持分法適用の関連会社数 ２社 

① 有価証券   

イ. 満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）によっております。 

ロ. その他有価証券   

・時価のあるもの 連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっておりま

す。 

・時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。なお、投資事業有限責任組

合およびそれに類する組合への出資（証券取引法第２条第２項により有

価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告

日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取

り込む方法によっております。 

② デリバティブ 時価法によっております。 

① リース資産 リース契約期間を償却年数とし、リース契約期間満了時に見込まれるリ

ース資産の処分価額を残存価額として、当該期間内に定額償却する方法

であります。 
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(3）重要な引当金の計上基準 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結会計年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。なお、在外子会社等の資産および負債、収益および費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は資本の部における「為替換算調整勘定」および「少数株主持分」に含めております。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

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・リース取引については、主とし

て、通常の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す。 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

② 社用資産 定率法であります。ただし、建物（建物附属設備を除く）については定

額法、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間

（５～７年）に基づく定額法によっております。また、在外連結子会社

の所有する社用資産については定額法によっております。なお、主な耐

用年数は、建物および構築物が８～50年、機械装置および器具備品が２

～20年であります。 

① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権および破産更生債権等については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計上しております。なお、破産更生債権

等のうち回収の可能性がないと判断し、債権額から直接減額した金額

は、24,364百万円であります。 

  

② 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、過去の支給実績を基に、将来の支給見

込を加味した額を計上しております。 

  

③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当社は、連結会計年度末における退職

給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しております。連結子会

社は、いずれも小規模会社のため連結会計年度末における自己都合要支

給額を退職給付債務として計上しております。数理計算上の差異につい

ては、その発生時の翌連結会計年度に一括して処理することとしており

ます。 

  

④ 役員退職慰労引当金 役員（執行役員を含む）の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく

連結会計年度末における要支給額を計上しております。 

  

① 繰延ヘッジ処理等の      

ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジを採用しております。なお、振当処理の要件を満たしている

通貨スワップについては振当処理を、特例処理の要件を満たしている金

利スワップについては特例処理を採用しております。また、「リース業

における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱

い」（日本公認会計士協会 業種別監査委員会報告 第19号 平成12年

11月14日）に定める負債の包括ヘッジについては、繰延ヘッジを採用し

ております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象   

イ. ヘッジ手段 金利スワップ取引、金利キャップ取引、通貨スワップ取引 

ロ. ヘッジ対象 借入金、コマーシャルペーパー等 
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(7）その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 ５．連結子会社の資産および負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産および負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。 

 ６．連結調整勘定の償却に関する事項 

連結調整勘定は少額なものを除き、原則として発生日後５年間で均等償却しております。 

なお、首都圏リース㈱に係る連結調整勘定については、発生日後８年間で均等償却することとしております。 

 ７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成しており

ます。 

 ８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、要求払預金および取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的投資からなっております。 

＜連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更＞ 

（固定資産の減損に係る会計基準）  

当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））および「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。 

なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

③ ヘッジ方針および       

ヘッジ有効性評価の方法 

デリバティブ取引は、金利および為替変動リスクをヘッジし、安定した

収益を確保する目的で取り組んでおり、投機目的の取引はおこなわない

方針であります。また、金利スワップ取引については、ヘッジ対象の利

払いから発生するキャッシュ・フロー変動の累計と金利スワップ取引か

ら発生するキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を

基礎にして、ヘッジの有効性を評価しております。負債の包括ヘッジに

ついては、ヘッジ対象の利払いから発生するキャッシュ・フローとヘッ

ジ手段となるデリバティブ取引から発生するキャッシュ・フローとの変

動の相関関係をもって、有効性を評価しております。 

  
④ その他リスク管理方法のうち  

ヘッジ会計に係るもの 

金利関連のデリバティブ取引を実行するにあたって、当社においては、

毎月開催されるＡＬＭ委員会（財務部・営業統括部・総合企画部・審査

部・リース資産統括部から構成）において、資産・負債の総合的な管理

（ＡＬＭ）の観点と市場金利の動向を踏まえて、ヘッジ方針が協議さ

れ、経営会議の承認を得て実行しております。また、国内連結子会社に

おいては、それぞれの所轄部署で個別に協議、実行しており、その内容

について当社に報告することとしております。在外連結子会社において

は、当社と協議されたヘッジ方針に基づき、当社の承認を得て実行して

おります。 

消費税等の会計処理 当社および国内連結子会社の消費税等の会計処理は、税抜方式によって

おります。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

リース資産 1,319,064百万円 

社用資産 2,326百万円 

リース資産 1,366,045百万円 

社用資産 918百万円 

※２ 担保に供している資産 ※２ 担保に供している資産 

割賦債権 11,126百万円 

投資有価証券 34百万円 

連結子会社に対する貸付金 1,616百万円 

長期差入保証金 51百万円 

リース契約債権 87,005百万円 

リース契約等に係る預り手
形 

732百万円 

計 100,567百万円 

上記に対応する債務 

短期借入金 16,047百万円 

預り金 2,103百万円 

長期借入金 

（一年内返済予定を含む） 
107,793百万円 

計 125,944百万円 

割賦債権 5,837百万円 

投資有価証券 67百万円 

長期貸付金 78百万円 

長期差入保証金 51百万円 

連結子会社に対する貸付金 827百万円 

リース契約債権 56,670百万円 

リース契約等に係る預り手
形 

222百万円 

計 63,754百万円 

上記に対応する債務 

短期借入金 501百万円 

預り金 2,133百万円 

長期借入金 

（一年内返済予定を含む） 
76,325百万円 

計 78,960百万円 

 上記資産の他、長期借入金42,377百万円に対す

る担保として、43,238百万円を限度とした営業債

権を担保に提供する債権譲渡予約をおこなってお

ります。 

（注）１．上記資産の他、長期借入金23,597百万円に対

する担保として、24,130百万円を限度とした

営業債権を担保に提供する債権譲渡予約をお

こなっております。            

２．上記資産には、関連会社等２社と金融機関と

の間で締結した限度貸付契約に基づく同社の

一切の債務を担保するために、株式根質権設

定契約を締結している関連会社等の株式67百

万円および劣後貸出債権根質権設定契約を締

結している長期貸付金78百万円が含まれてお

ります。 

 ３       ─────────  ３ 偶発債務 

  営業債権保証契約を締結した先の販売先に対す

る売掛債権に対し、次のとおり保証しておりま

す。 

保証限度額  1,100百万円 
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの ※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

従業員給与・賞与 7,325百万円 

退職給付費用 280百万円 

役員退職慰労引当金繰入額 71百万円 

賞与引当金繰入額 902百万円 

貸倒損失および貸倒引当金
繰入額 

619百万円 

従業員給与・賞与 7,261百万円 

退職給付費用 267百万円 

役員退職慰労引当金繰入額 81百万円 

賞与引当金繰入額 928百万円 

貸倒損失および貸倒引当金
繰入額 

700百万円 

※２ 固定資産売却損の内容 ※２        ─────────        

本社ビル 土地・建物等 3,550百万円 

その他 52百万円 

 計 3,602百万円 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 9,970百万円 

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金 

△67百万円 

短期投資（有価証券） 20百万円 

現金及び現金同等物 9,923百万円 

現金及び預金勘定 3,281百万円 

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金 

△7百万円 

短期投資（有価証券） 20百万円 

現金及び現金同等物 3,293百万円 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった重要

な会社の資産および負債の主な内訳 
※２        ─────────        

株式会社ゼネラルエンタープライズ(平成17年3
月31日現在） 

  

流動資産 257百万円 

固定資産 1,822百万円 

流動負債 △164百万円 

固定負債 △83百万円 

少数株主持分 △274百万円 

連結調整勘定 △382百万円 

当企業集団既取得分 △603百万円 

株式会社ゼネラルエンター
プライズの株式の追加取得
価額 

571百万円 

株式会社ゼネラルエンター
プライズの現金及び現金同
等物 

△241百万円 

株式会社ゼネラルエンター
プライズの株式取得のため
の支出 

330百万円 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  ※３ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産および負債の主な内訳 

  テクノレント株式会社(平成17年10月１日現在)  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

流動資産 925百万円 

固定資産 6,451百万円 

流動負債 △6,671百万円 

固定負債 △868百万円 

その他有価証券評価差額金 △3百万円 

連結調整勘定 23百万円 

株式売却益 279百万円 

テクノレント株式会社の株
式の売却価額 

136百万円 

テクノレント株式会社の現
金及び現金同等物 

△13百万円 

テクノレント株式会社の株
式売却による収入 

123百万円 
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前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 ４ 当連結会計年度に会社分割により承継した資産お
よび負債の主な内訳は以下のとおりであります。
また、分割承継により資本金は増加せず、資本準
備金は3,865百万円増加しております。 

 ４       ─────────        

流動資産 56,710百万円 

固定資産 126,561百万円 

資産合計 183,272百万円 

流動負債 89,264百万円 

固定負債 90,142百万円 

負債合計 179,406百万円 
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（リース取引関係） 

  

      ＥＤＩＮＥＴにより開示をおこなうため記載を省略しております。 

  

（有価証券関係） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

  
種類  

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

連結貸借対
照表計上額 

時価 差額 
連結貸借対
照表計上額 

時価 差額 

 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

時価が連結貸借対照

表計上額を超えるも

の 

(1）国債 － － － 404 405 1 

(2）社債 1,535 1,612 77 2,053 2,098 45 

小計  1,535 1,612 77 2,457 2,503 46 

時価が連結貸借対照

表計上額を超えない

もの 

(1）社債  － － － 195 193 △1 

小計  － － － 195 193 △1 

合計 1,535 1,612 77 2,653 2,697 44 

  
種類  

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

取得原価 
連結貸借対
照表計上額

差額 取得原価 
連結貸借対
照表計上額 

差額 

 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの  

(1）株式  6,258 13,082 6,824 7,541 22,484 14,942 

(2）債券        

①  社債  21 21 0 17 18 0 

小計  6,280 13,104 6,824 7,559 22,502 14,942 

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの 

(1）株式  1,203 1,081 △122 881 682 △199 

(2）債券       

①  国債  － － － 10 9 △0 

小計  1,203 1,081 △122 891 691 △199 

合計 7,483 14,185 6,702 8,450 23,193 14,743 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

売却額 
（百万円） 

売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

売却額 
（百万円） 

売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

603 417 － 408 90 44 
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４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

（デリバティブ取引関係） 

  

     ＥＤＩＮＥＴにより開示をおこなうため記載を省略しております。 

 
前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）その他有価証券   

① 非上場株式 1,592 1,584 

② 投資事業有限責任組合等へ
の出資 

455 5,476 

③ 中期国債ファンド 20 20 

合計 2,067 7,081 

 
前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

１年以内 
１年超５年
以内 

５年超10年
以内 

10年超 １年以内 
１年超５年
以内 

５年超10年
以内 

10年超 

 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

１．債券         

(1）国債 － － － － － 404 9 － 

(2）社債 － 1,535 － 21 － 2,249 － 18 

合計 － 1,535 － 21 － 2,653 9 18 
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（退職給付関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 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

度を採用しております。国内連結子会社は、主として

退職一時金制度を採用しております。 

同左 

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項 

(1）退職給付債務 △3,442百万円

(2）年金資産 1,782百万円

(3）未認識数理計算上の差異 △12百万円

(4）退職給付引当金 △1,673百万円

(1）退職給付債務 △3,418百万円

(2）年金資産 2,004百万円

(3）未認識数理計算上の差異 △164百万円

(4）退職給付引当金 △1,578百万円

（注）連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、

簡便法を採用しております。 

（注）連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、

簡便法を採用しております。 

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項 

(1）勤務費用 276百万円

(2）利息費用 43百万円

(3）期待運用収益 △28百万円

(4）数理計算上の差異の処理額 △10百万円

(5）退職給付費用 280百万円

(1）勤務費用 264百万円

(2）利息費用 46百万円

(3）期待運用収益 △30百万円

(4）数理計算上の差異の処理額 △12百万円

(5）退職給付費用 267百万円

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、勤務費用に計上しております。 

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、勤務費用に計上しております。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

(2）割引率 2.0％ 

(3）期待運用収益率 2.0％ 

(4）数理計算上の差異の処理年数 １年 

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

(2）割引率 1.9％ 

(3）期待運用収益率 2.0％ 

(4）数理計算上の差異の処理年数 １年 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

（繰延税金資産）   

一括償却資産損金算入限度超過額 3,708百万円

投資有価証券評価損否認 1,691百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 1,176百万円

繰越欠損金 1,171百万円

退職給付引当金損金算入限度超過額 667百万円

ソフトウェア減価償却限度超過額 588百万円

リース資産減価償却限度超過額 539百万円

その他 2,764百万円

小計 12,308百万円

評価性引当額 △860百万円

合計 11,448百万円

繰延税金負債との相殺 △3,144百万円

繰延税金資産の純額 8,304百万円

   

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 2,546百万円

海外子会社の減価償却費認容等 1,330百万円

繰延税金資産との相殺 △3,144百万円

 繰延税金負債の純額 732百万円

（繰延税金資産）   

一括償却資産損金算入限度超過額 3,719百万円

投資有価証券評価損否認 1,623百万円

繰越欠損金 1,159百万円

貸倒引当金損金算入限度超過額 874百万円

リース資産撤去費用未払金 641百万円

退職給付引当金損金算入限度超過額 638百万円

ソフトウェア減価償却限度超過額 575百万円

その他 3,541百万円

小計 12,774百万円

評価性引当額 △765百万円

合計 12,008百万円

繰延税金負債との相殺 △6,660百万円

繰延税金資産の純額 5,347百万円

   

（繰延税金負債）   

その他有価証券評価差額金 6,073百万円

海外子会社の減価償却費認容等 1,561百万円

繰延税金資産との相殺 △6,660百万円

 繰延税金負債の純額 973百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.4％ 

（調整）   

評価性引当額の繰入 2.9％ 

受取配当金益金不算入 △2.0％ 

連結調整勘定償却 1.8％ 

みなし配当に係る源泉所得税 △1.1％ 

その他 1.1％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.1％ 

法定実効税率 40.4％ 

（調整）   

ＩＴ投資等税額控除 △2.6％ 

連結調整勘定償却 0.7％ 

評価性引当額の戻入 △0.6％ 

交際費 0.4％ 

その他 △0.0％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.3％ 
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（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 （注）１．事業区分は、主たる営業取引の種類により区分しております。 

２．各事業の主な品目は次のとおりであります。 

賃貸事業   ……… 事務用機器（電子計算機他）、産業工作機械（マシニングセンター他）、商業設

備（自動販売機他）等のリース 

（リース取引の満了、中途解約に伴う物件販売等を含む） 

割賦販売事業 ……… 商業設備、生産設備、病院設備等の割賦販売 

営業貸付事業 ……… 営業貸付、債権の買取等 

その他の事業 ……… 営業有価証券、コンピュータ等の販売等 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は2,083百万円であります。その主なもの

は、当社の本社管理部門にかかる費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は32,060百万円であります。その主なものは当社での余

資運用資金（現金および有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）および管理部門に係る資産等でありま

す。 

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれております。 

６．当連結会計年度より外形標準課税制度を導入したことに伴い、賃貸事業にかかる営業費用が58百万円、全社

にかかる営業費用が128百万円増加しております。 

７．リース資産残存価額の見直しにより、賃貸事業にかかる営業費用が2,760百万円増加しております。 

 賃貸事業 
割賦販売
事業 

営業貸付
事業 

その他の
事業 

計 
消去又は
全社 

連結 

 （百万円） （百万円）（百万円）（百万円）（百万円） （百万円） （百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益        

(1）外部顧客に対する売上高 414,183 89,224 1,148 2,567 507,124 － 507,124 

(2）セグメント間の内部売上高 466 1,611 － 290 2,368 (2,368) － 

計 414,650 90,835 1,148 2,858 509,492 (2,368) 507,124 

営業費用 402,436 86,976 658 1,946 492,018 (975) 491,043 

営業利益 12,213 3,858 490 911 17,474 (1,393) 16,080 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的
支出 

       

資産 1,015,457 200,684 55,731 3,231 1,275,104 32,060 1,307,165 

減価償却費 322,409 － － － 322,409 257 322,667 

資本的支出 357,020 － － － 357,020 2,350 359,371 
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当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注）１．事業区分は、主たる営業取引の種類により区分しております。 

２．各事業の主な品目は次のとおりであります。 

賃貸事業   ……… 事務用機器（電子計算機他）、産業工作機械（マシニングセンター他）、商業設

備（自動販売機他）等のリース 

（リース取引の満了、中途解約に伴う物件販売等を含む） 

割賦販売事業 ……… 商業設備、生産設備、病院設備等の割賦販売 

営業貸付事業 ……… 営業貸付、債権の買取等 

その他の事業 ……… 営業有価証券、匿名組合出資等の投資事業、コンピュータ等の販売等 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は2,016百万円であります。その主なもの

は、当社の本社管理部門にかかる費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は34,676百万円であります。その主なものは当社での余

資運用資金（現金および有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）および管理部門に係る資産等でありま

す。 

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれております。 

２．所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計額および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合が、いず

れも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計額および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合が、いず

れも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

   ３．海外売上高 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 賃貸事業 
割賦販売
事業 

営業貸付
事業 

その他の
事業 

計 
消去又は
全社 

連結 

 （百万円） （百万円）（百万円）（百万円）（百万円） （百万円） （百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益        

(1）外部顧客に対する売上高 417,328 87,175 1,385 3,152 509,042 － 509,042 

(2）セグメント間の内部売上高 475 188 － 216 880 (880) － 

計 417,804 87,364 1,385 3,369 509,922 (880) 509,042 

営業費用 402,533 83,462 991 2,588 489,575 768 490,344 

営業利益 15,270 3,901 394 780 20,347 (1,649) 18,698 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的
支出 

       

資産 1,048,151 188,403 68,620 9,226 1,314,401 34,676 1,349,077 

減価償却費 326,910 － － － 326,910 751 327,662 

資本的支出 397,956 － － － 397,956 1,456 399,413 
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（関連当事者との取引） 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

１．親会社及び法人主要株主等 

（注）１．㈱ＵＦＪ銀行が所有するほか、同行の緊密な者または同意している者が4.36％所有しております。 

２．取引条件および取引条件の決定方針等 

事業資金の借入の利率は一般市中金利となっております。 

２．兄弟会社等 

（注）取引条件および取引条件の決定方針等 

事業資金の借入の利率は一般市中金利となっております。 

属性 会社等の名称 住所 

資本金又

は出資金 

(百万円) 

事業の内容

又は職業 

議決権等の

所有(被所

有)割合 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 

（百万円） 
科目 

期末残高

(百万円) 
役員の

兼任等 

（人） 

事業上の関係

その

他の

関係

会社 

㈱ＵＦＪ銀

行 

愛知県 

名古屋市 

中区 

1,258,582 銀行業 

（被所有） 

直接 

13.14％

間接 

13.67％

（注１） 

1 
事業資金の

借入 

事業資金の

借入 

（注２） 

8,396 
長期借

入金 
117,579 

利息の支払 1,351 － － 

属性 会社等の名称 住所 

資本金又

は出資金 

(百万円) 

事業の内容

又は職業 

議決権等の

所有(被所

有)割合 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 

（百万円） 
科目 

期末残高

(百万円)
役員の

兼任等 

（人） 

事業上の関係

その

他の

関係

会社

の子

会社 

ＵＦＪ信託

銀行㈱ 

東京都 

千代田区 
280,536 信託銀行業 － － 

事業資金の

借入 

事業資金の

借入 

（注） 

－ 

短期借

入金 
5,000 

長期借

入金 
2,846 

利息の支払 69 － － 

その

他の

関係

会社

の子

会社 

㈱ＵＦＪビ

ジネスファ

イナンス 

東京都 

新宿区 
1,180 

ファクタリ

ング業 

（被所有） 

直接 

13.67％

－ 
コンピュー

タ等の賃貸 

リース事業

の分割承継 

資産合計 

負債合計 
  

  

183,272 

179,406 

－ － 
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当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

１．親会社及び法人主要株主等 

（注）１．議決権等の被所有割合は、発表日現在までに当社にて確認した数値であります。 

２．取引条件および取引条件の決定方針等 

事業資金の借入の利率は一般市中金利となっております。 

２．兄弟会社等 

（注）取引条件および取引条件の決定方針等 

事業資金の借入の利率は一般市中金利となっております。 

属性 会社等の名称 住所 

資本金又

は出資金 

(百万円) 

事業の内容

又は職業 

議決権等の

所有(被所

有)割合 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 

（百万円） 
科目 

期末残高

(百万円) 
役員の

兼任等 

（人） 

事業上の関係

その

他の

関係

会社 

㈱三菱東京

ＵＦＪ銀行 

東京都 

千代田区 
996,973 銀行業 

（被所有） 

直接 

11.16％

間接 

11.61％

（注１） 

1 
事業資金の

借入 

事業資金の

借入 

（注２） 

236,286 

短期 

借入金 
32,963 

長期 

借入金 
59,140 

利息の支払 1,109 － － 

属性 会社等の名称 住所 

資本金又

は出資金 

(百万円) 

事業の内容

又は職業 

議決権等の

所有(被所

有)割合 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 

（百万円） 
科目 

期末残高

(百万円)
役員の

兼任等 

（人） 

事業上の関係

その

他の

関係

会社

の子

会社 

三菱ＵＦＪ

信託銀行㈱ 

東京都 

千代田区 
324,279 信託銀行業 － － 

事業資金の

借入 

事業資金の

借入 

（注） 

21,000 

短期 

借入金 
7,000 

長期 

借入金 
3,596 

利息の支払 68 － － 
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（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 当社は、平成17年３月30日開催の取締役会の決議に基

づき、公募および第三者割当の方法による新株式を発行

し、以下のとおり資本金および資本準備金が増加してお

ります。なお、新株式発行により調達する資金は、主と

して東洋信総合ファイナンス株式会社からのリース資

産・割賦債権の買取資金に充当する予定であります。 

１．公募による新株式発行 

(1) 発行新株式数    普通株式    3,000千株 

(2) 発行価額      １株につき  3,942.40円 

(3) 増加する資本金および資本準備金の額 

    資本金            5,916百万円 

    資本準備金          5,911百万円 

(4) 払込期日         平成17年４月15日 

(5) 新株の配当起算日     平成17年４月１日 

２．第三者割当による新株式発行 

(1) 発行新株式数     普通株式     426千株 

(2) 割当先および株式数  UFJつばさ証券株式会社

                        426千株 

(3) 発行価額      １株につき  3,942.40円 

(4) 増加する資本金および資本準備金の額 

    資本金                841百万円 

    資本準備金               840百万円 

(5) 払込期日            平成17年５月12日 

(6) 新株の配当起算日        平成17年４月１日 

 

 ───────── 
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５．営業取引の状況 

(1）営業取引実行高（連結ベース） 

 （注）リース取引は当連結会計年度（前連結会計年度）に取得した資産の購入金額、割賦販売取引は割賦債権から割賦

未実現利益を控除した額を表示しております。 

(2）営業資産残高（連結ベース） 

 （注）１．割賦債権は割賦未実現利益控除後の残高であります。 

２．営業有価証券は、連結貸借対照表上「投資有価証券」に含めて計上しております。 

  （単位：百万円未満切捨）

区分 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 増減 

（△は減） 

 構成比  構成比 

  ％  ％  

リース取引 356,753 80.8 397,586 78.6 40,833 

割賦販売取引 72,532 16.4 83,282 16.4 10,750 

営業貸付取引 12,541 2.8 25,126 5.0 12,585 

合計 441,827 100.0 505,996 100.0 64,168 

  （単位：百万円未満切捨）

区分 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 増減 

（△は減） 
 構成比  構成比 

  ％  ％  

リース資産 955,127 79.8 994,386 80.3 39,259 

割賦債権 187,807 15.7 176,812 14.3 △10,994 

営業貸付債権 52,330 4.4 65,687 5.3 13,357 

営業有価証券 1,556 0.1 1,771 0.1 214 

合計 1,196,821 100.0 1,238,658 100.0 41,837 
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