
１．18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 484円18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。 
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平成19年３月期 中間決算短信（連結） 平成18年11月８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 総合企画部長  氏名 百々 聡 ＴＥＬ （052）221－1531  

決算取締役会開催日 平成18年11月８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９月中間期 259,631 0.7 10,280 2.0 10,452 4.1

17年９月中間期 257,801 2.1 10,076 40.6 10,036 36.3

18年３月期 509,042  18,698  18,632  

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 5,955 2.0 225 18 － － 

17年９月中間期 5,839 46.6 256 97 － － 

18年３月期 11,320  491 24 － － 

 (注)①持分法投資損益 18年9月中間期 △2百万円 17年9月中間期 △5百万円 18年3月期   △26百万円

②期中平均株式数(連結) 18年9月中間期 23,338,456株 17年9月中間期 22,726,658株 18年3月期 23,009,035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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

(2）連結財政状態 (百万円未満切捨) 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 1,383,050 80,485 5.5 3,246 40 
17年９月中間期 1,328,105 63,585 4.8 2,724 49 

18年３月期 1,349,077 72,454 5.4 3,103 75 

 (注)期末発行済株式数(連結) 18年9月中間期  23,338,448株 17年9月中間期 23,338,474株  18年3月期 23,338,474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９月中間期 △8,566 △4,216 16,700 7,445 

17年９月中間期 △13,387 △5,222 13,646 5,180 

18年３月期 △23,429 △3,569 20,224 3,293 

(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 19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） １社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社 

２．19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

通 期 513,000  20,400  11,300  
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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168社（国内148社、海外20社）ならびに関連会社12社（国内７社、海外５社）で構

成され、そのうち連結子会社が19社（国内11社、海外８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、持分法適用関連会社の㈱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128社は、主として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（米国）、Bangkok Central Leasing

 Co.,Ltd.（タイ国）、ほか１社が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。 

 国内における主な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)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、事業資金の借入れおよびコンピュータ等の賃貸であります。 

  

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.
UCL Aircraft Iceland ehf.

 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 128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。 

 なお、当社とダイヤモンドリース株式会社は、お互いの強みを生かして、幅広い顧客層に質の高い多様なサービ

スを提供し、事業競争力を強化することにより、業界を代表する総合ファイナンスカンパニーとなることを目的

に、平成18年10月19日、合併に関する基本合意書を締結いたしました。合併期日は、株主総会の承認、関係当局へ

の届出、許認可の取得等の諸条件が充足されることを前提として、平成19年４月１日を予定しております。 

 合併により、両社の営業力、商品力、審査能力、リスク管理能力、そして物件に関するノウハウの共有化が可能

となることから、合併後は早期に両社の強みを融合し強力な営業展開を図る一方、拠点、組織、システム等につい

ては、新会社にとっての最適化を目指し、経営の効率化を追求いたします。新会社は、双方の強みを共有し、早期

にシナジー効果を創出することで事業競争力を高め、企業価値の極大化を図ってまいります。 

 新会社はまた、広範な顧客基盤を生かしつつも、上場リース会社として自由闊達な企業文化と市場を意識した、

開かれた経営（オープン性）を維持し、金融・非金融分野の幅広いプレーヤーとの積極的な連携（コラボレーショ

ン）を一層進めることで、飛躍的成長を目指してまいります。 

(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、当中間期の配当につきましては、１株当たり20円とさせていただきました。 

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

 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、経営環境、業績動向を踏まえた上で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年度目標  （ご参考）  

 変更後 変更前 平成17年度実績  平成16年度実績  

経 常 利 益 204億円 190億円 186億円  163億円

当 期 純 利 益 113億円 106億円 113億円  66億円

       ＵＣＶＡ（注１） 63億円 56億円 66億円  20億円

       Ｒ Ｏ Ａ（注２） 0.78％ 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。 

 当中間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ＥＳ

ＣＯ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。当中間期におきましては、ＥＳＣＯ事業、オンサイト発電を合わせ、計12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。 

 当中間期におきましては、建設を進めておりました豊川宝飯衛生組合斎場会館（当社は落札グループの構成

員）が完成し、平成18年４月１日より運営を開始いたしました。 

 また、同年８月には当社を代表企業とするグループが川崎市の黒川小中学校新設事業を落札、同年９月に川

崎市と本事業を遂行するＳＰＣ（当社および入札グループ構成員が出資）との間で事業契約が締結され、当社

は代表企業としてプロジェクトマネジメント機能を提供しております。 

（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り組み 

 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、射出成形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。 
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（工作機械） 

 当中間期は、工作機械の取組額が196億円と、前年同期比5.9％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。 

■資金原価の削減 

 当中間期末における直接調達比率は、連結ベースで53.1％（前期末比0.2％増加）となりました。直接調達

による調達残高は前期末比116億円増加の6,101億円となり、内訳は、コマーシャルペーパー発行残高が前期末

比465億円増加の3,275億円、リース債権流動化による調達残高が前期末比336億円減少の2,783億円、子会社の

社債発行残高が前期末比11億円減少の43億円となっております。 

 なお、当社は長期格付けにつきましては、株式会社日本格付研究所より「ＡＡ－」、株式会社格付投資情報

センターより「Ａ－」の格付けを取得しております。また短期格付けにつきましても、株式会社日本格付研究

所より「Ｊ－１＋」、株式会社格付投資情報センターより「ａ－１」の格付けを取得しております。 

 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

社にとっての重要な課題として認識しております。当中間期末の自己資本比率（連結）は5.5％となっており

ます。 

■新システムの稼動  

 「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」を目的に開発した新

システム「Ｉｓｉｓ（アイシス）」が、平成17年４月より当社、セントラルオートリース株式会社で稼動、本

年５月には、首都圏リース株式会社でも稼動しております。  

 今後も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。 

(6）親会社等に関する事項 

① 親会社等の商号等 

 (平成18年９月30日現在）

（注）親会社等の議決権所有割合は、発表日当日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。 

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  

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀

行 
同上 

22.78 

(11.61) 
なし  
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 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当社と親会社等との関係 

ア．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。 

イ．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、リスク及びメリット、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。 

ウ．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。 

エ．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おこなって

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。 

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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３．経営成績及び財政状態 

(1）経営成績 

① 当中間期の業績 

  当中間期におけるわが国経済は、原油価格の高騰、金利上昇などの懸念材料はあるものの、設備投資、個人消費

は底固く、景気は緩やかながらも回復基調を維持して推移いたしました。 

  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、当社グループの当中間期における契約実行高は前年同期比2.3％増加の2,544億円となり、営業資産残

高（割賦未実現利益控除後）は前期末比1.9％増加し1兆2,619億円となりました。 

  損益面については、売上高は、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年同期比増加となったこ

となどから、全体では前年同期比0.7％増加の2,596億円となりました。 

  また、システム費用の増加はありましたが、販売管理費全体としては前年同期比減少し、経常利益は前年同期比

4.1％増加の104億52百万円、中間純利益は前年同期比2.0％増加の59億55百万円となり、中間期としては過去最高

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、輸送用機器などの取扱いが順調に推移したことにより、リース資産残高は

前期末比0.6％増加の１兆７億円となりました。 

  売上高は、前年同期比1.0％増加の2,128億円となり、営業利益は前年同期比0.2％増加の83億10百万円となり

ました。 

［割賦販売事業］ 

  割賦販売事業は、資産を積み増したことにより、割賦債権残高（未実現利益控除後）は前期末比0.9％増加の

1,784億円となりました。 

 一方、売上高は前年同期比3.2％減少の438億円、営業利益は前年同期比4.2％減少の18億９百万円となりまし

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もあり、営業貸付債権残高は前期末比19.8％増加の786億円

となりました。 

 売上高は前年同期比55.2％増加の９億39百万円となり、営業利益は前年同期比59.6％増加の４億31百万円とな

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、売上高は前年同期比53.2％増加の24億96百万円となり、

営業利益は前年同期比139.8％増加の６億46百万円となりました。 
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(2）通期の見通し 

 今後の見通しにつきましては、わが国経済は緩やかながらも回復基調で推移しておりますが、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。 

 通期の連結業績につきましては、当中間期業績を反映し、平成18年５月10日に公表いたしました予想数値を修正

して、売上高5,130億円（前期比0.8％増）、経常利益204億円（前期比9.5％増）、当期純利益113億円（前期比

0.2％減）といたします。 

 単体の通期業績予想数値につきましても、売上高3,470億円（前期比1.4％増）、経常利益159億円（前期比9.8％

増）、当期純利益94億円（前期比1.9％増）といたします。 

 （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 

 当中間期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末比41億52百万円増加の74億45百万円となりました。 

［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の取得による支出が減価

償却費を上回ったことにより、85億66百万円の支出（前年同期比＋48億20百万円）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、投資有価証券の取得や関係会社貸付金の増加による支出が発生したこと

により、42億16百万円の支出（前年同期比＋10億６百万円）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や長期借入金による調達を推し進めた結果、

167億円の収入（前年同期比＋30億54百万円）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、リース契約締結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・リース取引に係る賃貸借処理の見直し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．中間連結財務諸表等 
(1) 中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

前期末
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） 
構成比
（％）

金額 
(百万円) 

（資産の部）            

Ⅰ 流動資産            

１．現金及び預金   5,167   7,433   3,281   

２．受取手形    305   361   233   

３．割賦債権 ※２  191,668   188,791   187,713   

４．営業貸付債権 ※２  59,970   78,662   65,687   

５．賃貸料等未収
入金   17,049   19,161   17,990   

６．有価証券   20   1,189   20   

７．繰延税金資産   1,714   1,724   2,026   

８．その他    13,887   17,422   12,389   

貸倒引当金   △3,883   △3,273   △3,988   

流動資産合計   285,899 21.5  311,475 22.5  285,352 21.2 26,122 

Ⅱ 固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1）リース資産 ※２ 883,723   904,059   899,433   

(2）リース資産
前渡金  8,435   2,006   3,346   

(3）社用資産  1,413 893,571  1,406 907,473  878 903,658  3,814

２．無形固定資産            

(1）リース資産  90,235   96,658   94,953   

(2）のれん  －   2,370   －   

(3）連結調整勘
定  2,706   －   2,521   

(4）その他  4,003 96,945  4,048 103,077  4,331 101,806  1,270

３．投資その他の
資産            

(1）投資有価証
券 

※２ 25,025   30,441   33,287   

(2）固定化営業
債権  8,111   6,548   6,589   

(3）繰延税金資
産  4,830   5,260   3,320   

(4）その他 ※２ 19,805   23,525   20,217   

貸倒引当金  △6,084 51,688  △4,751 61,024  △5,155 58,259  2,764

固定資産合計   1,042,205 78.5  1,071,575 77.5  1,063,725 78.8 7,850

資産合計   1,328,105 100.0  1,383,050 100.0  1,349,077 100.0 33,972
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前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

前期末
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） 
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   75,923   87,150   75,797  

２．短期借入金 ※２  152,906   187,126   193,671  

３．一年内償還予
定社債   1,900   －   1,500  

４．一年内返済予
定長期借入金 

※２  147,089   122,982   121,860  

５．コマーシャル
ペーパー   255,000   327,500   281,000  

６．一年内支払予
定長期未払金 

   125,401   102,241   115,380  

７．未払法人税等   3,691   4,712   5,625  

８．割賦未実現利
益   11,539   10,351   10,901  

９．賞与引当金   904   956   880  

10．その他 ※２  18,084   20,222   19,193  

流動負債合計   792,439 59.7  863,244 62.4  825,809 61.2 37,435

Ⅱ 固定負債           

１．社債   4,000   4,302   4,000  

２．長期借入金 ※２  251,823   228,433   216,828    

３．長期未払金    185,452   176,080   196,588  

４．繰延税金負債   812   1,078   973  

５．退職給付引当
金   1,700   1,541   1,578  

６．役員退職慰労
引当金   148   156   186  

７．その他    23,871   27,729   26,248  

固定負債合計   467,807 35.2  439,321 31.8  446,403 33.1 △7,082

負債合計   1,260,247 94.9  1,302,565 94.2  1,272,212 94.3 30,352

            
 

- 11 -



  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

前期末
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） 
構成比
（％）

金額 
(百万円) 

（少数株主持分）             

少数株主持分   4,272 0.3  － －  4,410 0.3 － 

           

（資本の部）             

Ⅰ 資本金   13,324 1.0  － －  13,324 1.0 － 

Ⅱ 資本剰余金   19,205 1.5  － －  19,205 1.4 －

Ⅲ 利益剰余金   26,468 2.0  － －  31,599 2.3 －

Ⅳ その他有価証券
評価差額金   5,340 0.4  － －  8,773 0.7 － 

Ⅴ 為替換算調整勘
定   △747 △0.1  － －  △442 △0.0 － 

Ⅵ 自己株式   △5 △0.0  － －  △5 △0.0 － 

資本合計   63,585 4.8  － －  72,454 5.4 － 

負債、少数株主持
分及び資本合計   1,328,105 100.0  － －  1,349,077 100.0 － 

            

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本             

１．資本金    － －  13,324    － － － 

２．資本剰余金    － －  19,205    － － － 

３．利益剰余金    － －  37,070    － － － 

４．自己株式    － －  △6    － － － 

株主資本合計    － －  69,594 5.0  － － － 

Ⅱ 評価・換算差額
等 

            

１．その他有価証
券評価差額金 

   － －  6,668    － － － 

２．繰延ヘッジ損
益 

   － －  2    － － － 

３．為替換算調整
勘定 

   － －  △498    － － － 

評価・換算差額
等合計 

   － －  6,171 0.5  － － － 

Ⅲ 少数株主持分    － －  4,719 0.3  － － － 

純資産合計    － －  80,485 5.8  － － － 

負債純資産合計    － －  1,383,050 100.0  － － － 
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(2) 中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期
増 減 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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) 

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   257,801 100.0  259,631 100.0 1,830  509,042 100.0 

Ⅱ 売上原価   238,379 92.5  240,041 92.5 1,661  471,298 92.6 

売上総利益   19,421 7.5  19,590 7.5 168  37,744 7.4 

Ⅲ 販売費及び一般
管理費 

※１  9,345 3.6  9,310 3.5 △35  19,045 3.7 

営業利益   10,076 3.9  10,280 4.0 203  18,698 3.7 

Ⅳ 営業外収益             

１．受取利息  33   55     85   

２．受取配当金  150   239     226   

３．その他  153 337 0.1 110 405 0.1 68 237 549 0.1 

Ⅴ 営業外費用             

１．支払利息  177   181     366   

２．新株発行費  84   －     84   

３．為替差損  5   26     9   

４．その他  110 376 0.1 25 233 0.1 △143 154 615 0.1 

経常利益   10,036 3.9  10,452 4.0 415  18,632 3.7 

Ⅵ 特別利益             

１．投資有価証券
売却益  89   －     370     

２．貸倒引当金戻
入額  － 89 0.0 536 536 0.2 447 － 370 0.0 

Ⅶ 特別損失              

１．投資有価証券
売却損  41   －     44   

２．投資有価証券
評価損  －   238     －   

３．減損損失  48 90 0.0 － 238 0.1 147 48 93 0.0 

税金等調整前
中間（当期）
純利益 

  10,035 3.9  10,750 4.1 715  18,910 3.7 

法人税、住民
税及び事業税 

※２ 3,168   4,608     7,498   

法人税等調整
額  769 3,938 1.5 △138 4,470 1.7 532 △252 7,246 1.5 

少数株主利益   257 0.1  324 0.1 67  342 0.0 

中間（当期）
純利益   5,839 2.3  5,955 2.3 115  11,320 2.2 
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

 中間連結剰余金計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結剰余金計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

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   12,229  12,229

Ⅱ 資本剰余金増加高    

１．増資による新株の発
行 

 6,751 6,751 

２．自己株式処分差益  224 6,975 224 6,975

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

  19,205  19,205 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   20,845  20,845

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１．中間（当期）純利益  5,839 5,839 11,320 11,320 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．配当金  198  548  

２．役員賞与  18 216 18 566 

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

  26,468  31,599 
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 中間連結株主資本等変動計算書 

 当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。  

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高 

（百万円） 
13,324 19,205 31,599 △5 64,123 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）     △466   △466 

役員賞与（注）     △18   △18 

中間純利益     5,955   5,955 

自己株式の取得       △0 △0 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
－ － 5,470 △0 5,470 

平成18年９月30日残高 

（百万円） 
13,324 19,205 37,070 △6 69,594 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ損益
為替換算調整
勘定 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日残高 

（百万円） 
8,773 － △442 8,331 4,410 76,865 

中間連結会計期間中の変動額       

剰余金の配当（注）           △466 

役員賞与（注）           △18 

中間純利益           5,955 

自己株式の取得           △0 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△2,105 2 △55 △2,159 309 △1,850 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△2,105 2 △55 △2,159 309 3,620 

平成18年９月30日残高 

（百万円） 
6,668 2 △498 6,171 4,719 80,485 
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の要
約連結キャッシュ・
フロー計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

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 

    

税金等調整前中間（当
期）純利益 

 10,035 10,750 18,910 

リース資産および社用資
産減価償却費 

 163,251 170,042 327,662 

投資有価証券評価損  － 238 － 

貸倒引当金の増減額（減
少：△）および貸倒損失 

 △645 △419 △1,765 

受取利息および受取配当
金 

 △770 △535 △1,278 

支払利息  5,210 5,098 10,073 

リース資産の増減額 
（増加：△） 

 △185,684 △184,230 △370,401 

割賦債権の増減額 
（増加：△） 

 6,662 322 10,398 

営業貸付債権の増減額
（増加：△） 

 △6,888 △6,886 △11,752 

支払手形及び買掛金の増
減額（減少：△） 

 △1,399 11,351 △637 

その他  3,327 △4,482 8,557 

小計  △6,900 1,250 △10,234 

利息および配当金の受取
額 

 780 419 1,317 

利息の支払額  △5,349 △4,728 △10,249 

法人税等の支払額  △1,917 △5,508 △4,263 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △13,387 △8,566 △23,429 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

    

無形社用資産の取得によ
る支出 

 △455 △77 △1,344 

投資有価証券の取得によ
る支出 

 △4,774 △1,565 △7,208 

投資有価証券の売却およ
び償還による収入 

 847 3 913 

子会社株式の追加取得に
よる支出 

 △153 － △153 

連結範囲の変更を伴う子
会社株式の売却による収
入 

 － － 123 

出資金の増加による支出  － △0 △1,512 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の要
約連結キャッシュ・
フロー計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

貸付金の増加による支出  △960 △2,436 △1,318 

貸付金の減少による収入  511 598 7,042 

その他  △239 △738 △110 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △5,222 △4,216 △3,569 

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 

 55,000 46,500 81,000 

短期借入れによる収支  12,008 △6,763 52,230 

長期借入れによる収入  47,822 78,797 91,439 

長期借入金の返済による
支出 

 △91,830 △66,094 △195,771 

社債の発行による収入  － 302 － 

社債の償還による支出  △1,900 △1,500 △2,300 

リース債権流動化による
収入 

 57,097 38,760 142,286 

リース債権流動化の返済
による支出 

 △78,195 △72,802 △161,940 

配当金の支払額  △198 △466 △548 

少数株主への配当金支払
額 

 △15 △31 △29 

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 

 13,646 16,700 20,224 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 219 71 144 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減
額（減少：△） 

 △4,743 3,988 △6,629 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 9,923 3,293 9,923 

Ⅶ 子会社新規連結による現金
及び現金同等物の増加額 

 － 163 － 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高 

※１ 5,180 7,445 3,293 
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＜中間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。 

 UCL Aircraft Iceland ehf.は、当中間連結会計期間より事業を開始したため、連結の範囲に含めております。

 ㈲ユーエルエイチ・アルタイルほか128社は、主として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

業者等であり、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19社は小規模会社であり、合計の総資産、売上高、中間純損益および

利益剰余金等は、いずれも中間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 ㈱ 

 ３．連結子会社の中間決算日等に関する事項 

連結子会社の中間決算日が中間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    ８社   ６月30日 

在外連結子会社８社は、中間決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、中間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 19社 

(2）非連結子会社の数 149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 中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産

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。 

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。 
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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、中間決算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、在外子会社の資産および負債、収益および費用は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部における「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 

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、24,214百万円であります。 

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、当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、当中間連結会計期間

末において発生していると認められている額を計上しております。連

結子会社は、いずれも小規模会社のため当中間連結会計期間末におけ

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（中

間連結会計期間においてはその２分の１）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

く当中間連結会計期間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、為替予約取引、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、出資金等 

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、金利スワップ等のデリバティブ取引により、

ヘッジ対象から発生するキャッシュ・フローの変動リスクが総体とし

て削減されており、加えて、ヘッジ手段であるデリバティブ取引の想

定元本がヘッジ対象の借入金残高等の範囲内に収まっていることを検

証することで、ヘッジの有効性を評価しております。 
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(7）その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 ５．中間連結キャッシュ・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。 

  

＜中間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＞ 

  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）  

当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適用しております。 

これまでの資本の部に相当する金額は75,763百万円であります。 

なお、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の純資産の部については、中間連結財務諸表規則の改

正に伴い、改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。 

＜表示方法の変更＞ 

  （中間連結貸借対照表）  

前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「の

れん」と表示しております。 

  

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、それぞれの所管部署で個別に協議、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 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（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 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額

1,356,709百万円 1,409,398百万円 1,366,963百万円

   
※２ 担保に供している資産および

対応する債務 

(1) 担保に供している資産 

※２ 担保に供している資産および
対応する債務 

(1) 担保に供している資産 

※２ 担保に供している資産および
対応する債務 

(1) 担保に供している資産 

割賦債権 8,191百万円 

連結子会社に対
する貸付金 

1,551百万円 

長期差入保証金 51百万円 

リース契約債権 63,864百万円 

リース契約等に
係る預り手形 

342百万円 

計 74,000百万円 

割賦債権 4,146百万円

営業貸付債権 151百万円

リース資産 2,221百万円

投資有価証券 79百万円

長期貸付金 78百万円

リース契約債権 59,354百万円

リース契約等に
係る預り手形 

132百万円

計 66,164百万円

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

   

(2) 担保提供資産に対応する債務 (2) 担保提供資産に対応する債務 (2) 担保提供資産に対応する債務 

 上記資産の他、長期借入金

32,265百万円に対する担保とし

て、32,962百万円を限度とした

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。 

短期借入金 1,524百万円 

預り金 1,856百万円 

長期借入金 91,149百万円 

(一年内返済予
定分を含む) 

  

計 94,530百万円 

（注）１．上記資産の他、長期借入金

15,318百万円に対する担保

として、15,987百万円を限

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

３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79百万円およ

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。 

短期借入金 478百万円

預り金 2,042百万円

長期借入金 70,499百万円

(一年内返済予
定分を含む) 

  

計 73,020百万円

（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。 

短期借入金 501百万円

預り金 2,133百万円

長期借入金 76,325百万円

(一年内返済予
定を含む） 

  

計 78,960百万円
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

 ３    ──────  

  

 ３ 偶発債務 

営業保証業務  

 売掛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、次のとおり保証をしてお

ります。 

保証限度額 1,100百万円

 ３ 偶発債務 

営業保証業務  

 売掛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、次のとおり保証をしてお

ります。 

保証限度額 1,100百万円

   

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（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 

※１ 販売費及び一般管理費の主な
もの 

従業員給与・
賞与 

3,331百万円 

退職給付費用 132百万円 

役員退職慰労
引当金繰入額 

43百万円 

賞与引当金繰
入額 

904百万円 

貸倒損失およ
び貸倒引当金
繰入額 

39百万円 

従業員給与・
賞与 

3,260百万円

退職給付費用 74百万円

役員退職慰労
引当金繰入額 

37百万円

賞与引当金繰
入額 

956百万円

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 税効果会計の適用にあたり、当

社は「簡便法」を採用している

ため、「法人税、住民税及び事

業税」には、法人税等調整額が

含まれております。また、連結

子会社は「原則法」を採用して

おります。 

※２     同左     ※２    ──────    
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 
前連結会計年度末 
株式数（千株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間
末株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 23,345 － － 23,345 

合計 23,345 － － 23,345 

自己株式     

普通株式（注） 6 0 － 6 

合計 6 0 － 6 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 466 20 平成18年３月31日 平成18年６月29日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円)

基準日 効力発生日 

平成18年11月８日 

取締役会 
普通株式 466 利益剰余金 20 平成18年９月30日 平成18年12月５日

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（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中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額

との関係（平成17年９月30日

現在） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額

との関係（平成18年９月30日

現在） 

※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

（平成18年３月31日現在） 

現金及び預金
勘定 

5,167百万円 

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 

5,180百万円 

現金及び預金
勘定 

7,433百万円

預入期間が３
ヶ月を超える
定期預金 

△8百万円

短期投資 
（有価証券） 

20百万円

現金及び現金
同等物 

7,445百万円

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

   

- 23 -



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

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．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

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 

 
中間連結貸借対照表 
計上額 

時価 差額 

 （百万円） （百万円） （百万円）

社債 1,636 1,681 45 

 取得原価 
中間連結貸借対照表 
計上額 

差額 

 （百万円） （百万円） （百万円）

(1) 株式 8,279 17,274 8,994 

(2) 債券    

社債 19 20 0 

合計 8,299 17,294 8,994 

 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 1,662 

投資事業有限責任組合等への出資 4,034 

中期国債ファンド 20 

 
中間連結貸借対照表 
計上額 

時価 差額 

 （百万円） （百万円） （百万円）

(1) 国債 418 413 △5 

(2) 社債 3,209 3,226 17 

合計 3,627 3,639 11 

 取得原価 
中間連結貸借対照表 
計上額 

差額 

 （百万円） （百万円） （百万円）

(1) 株式 8,559 19,768 11,208 

(2) 債券    

国債 10 9 △0 

社債 15 15 △0 

合計 8,584 19,793 11,208 
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３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

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．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 1,772 

非上場受益証券 2,400 

投資事業有限責任組合等への出資 3,220 

中期国債ファンド 20 

 連結貸借対照表計上額 時価 差額 

 （百万円） （百万円） （百万円）

(1) 国債 404 405 1 

(2) 社債 2,249 2,292 43 

合計 2,653 2,697 44 

 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）

(1) 株式 8,422 23,166 14,743 

(2) 債券    

国債 10 9 △0 

社債 17 18 0 

合計 8,450 23,193 14,743 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券  

非上場株式 1,584 

投資事業有限責任組合等への出資 5,476 

中期国債ファンド 20 
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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 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度（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、前中間期953百万円、当中間期1,120百万

円、前期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。 

 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) 

売上高        

(1) 外部顧客に対する売上高 210,590 45,086 605 1,519 257,801 － 257,801 

(2) セグメント間の内部売上高 199 188 － 110 498 (498) － 

計 210,790 45,274 605 1,629 258,299 (498) 257,801 

営業費用 202,495 43,385 334 1,360 247,575 149 247,725 

営業利益 8,294 1,889 270 269 10,723 (647) 10,076 

 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) 

売上高        

(1) 外部顧客に対する売上高 212,523 43,807 939 2,361 259,631 － 259,631 

(2) セグメント間の内部売上高 296 － － 134 431 (431) － 

計 212,820 43,807 939 2,496 260,062 (431) 259,631 

営業費用 204,509 41,997 507 1,849 248,863 487 249,351 

営業利益 8,310 1,809 431 646 11,198 (918) 10,280 

 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) 

売上高        

(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 
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２．所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が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。 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が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。 

前連結会計年度（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に占める「本邦」の割合が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 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30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。 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30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。 

前連結会計年度（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。 
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（重要な後発事象） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 当社は、平成18年10月19日開催の取締役会において、ダイヤモンドリース株式会社との合併に関する基本合意書

の締結を決議し、同日、同社と基本合意書を締結いたしました。 

１．当該合併の目的 

 当社とダイヤモンドリース株式会社は、お互いの強みを生かして、幅広い顧客層に質の高い多様なサービスを

提供し、事業競争力を強化することにより、業界を代表する総合ファイナンスカンパニーとなるため合併するこ

とといたしました。 

２．当該合併の相手の概要   

３．当該合併の方法及び基本合意書の内容  

(1) 合併の方法  

ダイヤモンドリース株式会社を存続会社といたします。  

(2) 基本合意書の内容  

 (1) 名称   ダイヤモンドリース株式会社 

 (2) 住所   東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 

 (3) 代表者の氏名   取締役社長  小幡 尚孝 

 (4) 資本金の額  

（平成18年３月31日） 

16,440百万円  

    

 (5) 事業の内容   賃貸事業、割賦販売事業、貸付事業、その他の事業 

 (6) 連結経営成績  

（自 平成17年４月１日 

  至 平成18年３月31日） 

 売上高 524,157百万円 

   経常利益 29,597百万円 

   当期純利益 21,135百万円 

 (7) 連結財政状態  

（平成18年３月31日） 

 総資産額 1,825,087百万円 

   純資産額 130,187百万円 

 (8) 連結従業員数  

（平成18年３月31日） 

 950名   

    

① 合併比率  当社の普通株式１株に対して、ダイヤモンドリース株式会社の普通株式

１株を割当交付します。  

② 新会社の商号   三菱ＵＦＪリース株式会社（仮称） 

   （英文名）Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited (仮称） 

 ③ 合併日程  合併契約書締結承認取締役会  平成19年１月（予定） 

   合併契約書締結  平成19年１月（予定） 

   合併契約書承認株主総会  平成19年２月（予定） 

   合併期日  平成19年４月１日（予定） 

 ④ 新会社の本店所在地  東京都千代田区丸の内  

 ⑤ 新会社の代表取締役（予定）  代表取締役会長  田中 一好   

   代表取締役社長  小幡 尚孝   
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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）リース取引は当中間連結会計期間（前中間連結会計期間、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、中間連結（連結）貸借対照表上次の科目に含めて計上しております。 

  （単位：百万円未満切捨）

区分 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 前年同期増減 

（△は減） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

  構成比   構成比   構成比 

    ％   ％     ％ 

リース取引 195,885 78.8 196,640 77.3 754 397,586 78.6 

割賦販売取引 40,723 16.4 38,968 15.3 △1,754 83,282 16.4 

営業貸付取引 12,103 4.8 16,807 6.6 4,704 25,126 5.0 

営業有価証券取引 － － 2,000 0.8 2,000 － － 

合計 248,711 100.0 254,416 100.0 5,704 505,996 100.0 

  （単位：百万円未満切捨）

区分 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 前期末増減 

（△は減） 
  構成比   構成比   構成比 

    ％   ％   ％   

リース資産 973,958 80.1 1,000,718 79.3 994,386 80.3 6,331 

割賦債権 180,129 14.8 178,439 14.2 176,812 14.3 1,627 

営業貸付債権 59,970 4.9 78,662 6.2 65,687 5.3 12,975 

営業有価証券 1,656 0.2 4,133 0.3 1,771 0.1 2,362 

合計 1,215,714 100.0 1,261,954 100.0 1,238,658 100.0 23,296 

  （前中間連結会計期間末） （当中間連結会計期間末） （前連結会計年度末） 

 有価証券 － 百万円  1,142 百万円  － 百万円  

 投資有価証券 1,656 百万円  2,991 百万円  1,771 百万円  
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