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１．18年12月期の業績（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

(1）経営成績 （百万円未満切捨表示）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月期 46,785 6.5 2,273 2.2 2,218 △1.6

17年12月期 43,926 4.9 2,223 5.7 2,253 8.8

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年12月期 1,275 △2.6 40 20  － 3.5 2.9 4.7

17年12月期 1,309 17.0 41 00  － 3.7 3.3 5.1

（注）①期中平均株式数 18年12月期 31,722,491株 17年12月期 31,757,831株

②会計処理の方法の変更 無

③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）財政状態  

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12月期 79,795 36,565 45.8 1,153 97

17年12月期 71,788 35,914 50.0 1,131 26

（注）①期末発行済株式数 18年12月期 31,687,212株 17年12月期 31,741,291株

②期末自己株式数 18年12月期 3,417,926株 17年12月期 3,363,847株

２．19年12月期の業績予想（平成19年１月１日～平成19年12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 23,700 1,220 735

通期 47,800 2,300 1,390

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　43円87銭

３．配当状況

・現金配当  １株当たり配当金（円）  配当金総額  配当性向 純資産

中間期末 期末 年間  （百万円） （%） 　配当率（%）

17年12月期 4.00 4.00 8.00 253 19.4 0.7

18年12月期 4.00 4.00 8.00 253 19.9 0.7

19年12月期  未定   未定   未定    

（注）18年12月期期末配当金の内訳　記念配当　－円－銭　特別配当　－円－銭

 

※　上記業績予想は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可能性があります。

なお、上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の５ページをご参照下さい。
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５．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

資産の部  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 2,494 3,456 962

２．受取手形 ※10 2,003 2,151 148

３．売掛金 5,609 6,365 756

４．割賦債権 15,954 17,675 1,721

５．営業貸付金 4,706 5,294 588

６．関係会社短期貸付金 － 1,700 1,700

７．賃貸料等未収入金 939 1,023 84

８．商品 449 787 338

９．繰延税金資産 90 124 34

10．その他の流動資産 251 101 △150

11．貸倒引当金 △127 △171 △44

流動資産合計 32,372 45.1 38,507 48.3 6,135

Ⅱ　固定資産  

(1）有形固定資産  

（イ）賃貸資産  ※２  

１．賃貸資産   29,935   30,276  341

２．リース資産処分損引
当金

 △360  △495 △135

 賃貸資産計  29,575  29,781 206

（ロ）社用資産 ※３    

１．建物  709 668 △41

２．車輌運搬具  1 0 △1

３．器具備品  83 106 23

４．土地  1,173 1,173 －

  社用資産計  1,967 1,948 △19

有形固定資産合計 31,542 43.9 31,730 39.8 188
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前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

(2）無形固定資産      

（イ）賃貸資産  ※５      

 １．リース資産 819  518  △301

  賃貸資産計 819  518  △301

（ロ）その他無形固定資産      

  １．ソフトウェア 119  130  11

  ２．電話加入権 8  8  －

  その他無形固定資産計 128  139  11

 無形固定資産合計 947 1.3 657 0.8 △290

(3）投資その他の資産  

１．投資有価証券 5,934  6,394  460

２．関係会社株式 164  1,200  1,036

３．出資金 7  7  －

４．従業員に対する長期
貸付金

3  2  △1

５．固定化営業債権 ※９ 412  546  134

６．長期前払費用 31  151  120

７．繰延税金資産 575  758  183

８．その他の投資 92  113  21

９．貸倒引当金 △297  △274  23

投資その他の資産合計 6,924 9.6 8,899 11.1 1,975

固定資産合計 39,415 54.9 41,287 51.7 1,872

資産合計 71,788 100.0 79,795 100.0 8,007
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前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

負債の部  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形 4,116 4,729 613

２．買掛金 3,776 4,172 396

３．短期借入金 5,450 15,352 9,902

４．一年以内償還予定の社
債

 2,467 － △2,467

５．一年以内返済長期借入
金

※４ 2,806 2,931 125

６．未払金  137 11 △126

７．未払費用  205 270 65

８．未払法人税等 32 553 521

９．賃貸料等前受金 28 14 △14

10．預り金 88 71 △17

11．前受収益 21 30 9

12．割賦未実現利益 1,414 1,615 201

13．賞与引当金 210 150 △60

14．役員賞与引当金 － 2 2

15．その他の流動負債 42 23 △19

流動負債合計 20,796 29.0 29,928 37.5 9,132

Ⅱ　固定負債  

１．社債 4,000 4,000 －

２．長期借入金 ※４ 9,243 7,638 △1,605

３．退職給付引当金 343 362 19

４．役員退職慰労引当金 105 108 3

５．受取保証金 552 443 △109

６．その他の固定負債 831 748 △83

固定負債合計 15,077 21.0 13,300 16.7 △1,777

負債合計 35,873 50.0 43,229 54.2 7,356
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前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

資本の部  

Ⅰ　資本金 ※７ 10,758 15.0 －  △10,758

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 6,675 － △6,675

２．その他資本剰余金  

(1）資本金及び資本準備
金減少差益

2,000 － △2,000

(2）自己株式処分差益 0 － △0

資本剰余金合計 8,676 12.1 －  △8,676

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 1,014 － △1,014

２．任意積立金  

(1）固定資産圧縮積立金  ※３ 55 － △55

(2）別途積立金 13,000 － △13,000

３．当期未処分利益 1,433 － △1,433

利益剰余金合計 15,502 21.6 －  △15,502

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

※８ 1,972 2.7 －  △1,972

Ⅴ　自己株式 ※７ △995 △1.4 －  △995

資本合計 35,914 50.0 －  △35,914

負債・資本合計   71,788 100.0  －  △71,788
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前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

純資産の部         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  10,758 13.4 10,758

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   6,675  8.4 6,675

(2）その他資本剰余金  －   2,001  2.5 2,001

資本剰余金合計   － －  8,677 10.9 8,677

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   1,014  1.3 1,014

(2）その他利益剰余金         

固定資産圧縮積立金 ※３ －   55  0.1 55

別途積立金  －   14,000  17.5 14,000

繰越利益剰余金  －   1,447  1.8 1,447

利益剰余金合計   － －  16,517 20.7 16,517

４．自己株式   － －  △1,051 △1.3 △1,051

株主資本合計   － －  34,900 43.7 34,900

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金 

  － －  1,678 2.1 1,678

２．繰延ヘッジ損益   － －  △13 △0.0 △13

評価・換算差額等合計   － －  1,664 2.1 1,664

純資産合計   － －  36,565 45.8 36,565

負債純資産合計   － －  79,795 100.0 79,795
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(2）損益計算書

前事業年度
（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当事業年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高   43,926 100.0  46,785 100.0 2,859

Ⅱ　売上原価   38,886 88.5  41,501 88.7 2,615

売上総利益   5,039 11.5  5,283 11.3 244

Ⅲ　販売費及び一般管理費   2,816 6.4  3,010 6.4 194

営業利益 2,223 5.1 2,273 4.8 50

Ⅳ　営業外収益         

受取利息及び配当金  61   88    

関係会社貸付利息  －   7    

リース資産処分損戻入益  16   － －   

貸倒引当金戻入益  38   10    

その他の営業外収益  23 140 0.3 30 137 0.3 △3

Ⅴ　営業外費用         

支払利息  49   87    

その他の営業外費用  60 109 0.3 104 192 0.4 83

経常利益 2,253 5.1 2,218 4.7 △35

Ⅵ　特別利益  

役員退職慰労引当金戻入益 25 25 0.1 － －  △25

Ⅶ　特別損失  

 投資有価証券評価損  －   9    

 公開買付対応費用等  － －  100 109 0.2 109

税引前当期純利益 2,279 5.2 2,108 4.5 △171

法人税、住民税及び事業税  525   844   319

法人税等調整額 445 970 2.2 △10 833 1.8 △137

当期純利益 1,309 3.0 1,275 2.7 △34

前期繰越利益 251 － △251

中間配当額 127 － △127

当期未処分利益 1,433 － △1,433
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

前事業年度
（株主総会承認日
平成18年３月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益 1,433

Ⅱ　利益処分額

１．配当金 126

２．役員賞与金 7

３．任意積立金

別途積立金 1,000 1,133

Ⅲ　次期繰越利益 299

  
　（注）　平成17年９月16日に127百万円（１株につき４円）の中間配当を実施しました。
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株主資本等変動計算書

当事業年度（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）

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
合計資本準備

金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
 

利益剰余
金合計固定資産

圧縮積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

平成17年12月31日　残高
（百万円）

10,758 6,675 2,000 8,676 1,014 55 13,000 1,433 15,502 △995 33,942

事業年度中の変動額

新株の発行            

剰余金の配当（百万円）        △253 △253  △253

利益処分による役員賞与
（百万円）

       △7 △7  △7

当期純利益（百万円）        1,275 1,275  1,275

自己株式の取得 （百万
円）

         △56 △56

自己株式の処分（百万
円）

  0 0      0 1

別途積立金の積立（百万
円）

      1,000 △1,000    

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額）（百万円）

           

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 0 0 － － 1,000 14 1,014 △56 958

平成18年12月31日　残高
（百万円）

10,758 6,675 2,001 8,677 1,014 55 14,000 1,447 16,517 △1,051 34,900

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成17年12月31日　残高
（百万円）

1,972 － 1,972 35,914

事業年度中の変動額

新株の発行    －

剰余金の配当（百万円）    △253

利益処分による役員賞与 
（百万円）

   △7

当期純利益（百万円）    1,275

自己株式の取得 （百万
円）

   △56

自己株式の処分（百万
円）

   1

別途積立金の積立    －

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純
額）（百万円）

△293 △13 △307 △307

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△293 △13 △307 651

平成18年12月31日　残高
（百万円）

1,678 △13 1,664 36,565
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当事業年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(1）子会社及び関連会社株式

同左

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　決算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し

ております。）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　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

定しております。）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品

総平均法による原価法

商品

同左

３．デリバティブの評価基準

及び評価方法

時価法 同左

４．固定資産の減価償却の方

法

(1）賃貸資産

① リース資産

リース期間を償却年数とし、リース

期間満了時の適正残存価額を見積り、

これを基とした定額法基準によってお

ります。

(1）賃貸資産

① リース資産

同左

② レンタル資産

定率法

② レンタル資産

同左

(2）社用資産

定率法

(2）社用資産

同左

(3）その他の無形固定資産（ソフトウェ

ア）

社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法

(3）その他の無形固定資産（ソフトウェ

ア）

同左

５．繰延資産の処理方法 社債発行費

商法施行規則の規定に基づき３年間で毎

期均等額を償却することとしております。

社債発行費

 ─────
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項目
前事業年度

（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当事業年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒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、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

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。

(1）貸倒引当金

同左

(2）リース資産処分損引当金

　リース資産の処分損失に備えるため、

リース資産の処分損失見積額を計上して

おります。

(2）リース資産処分損引当金

同左

(3）賞与引当金

　従業員の賞与の支払いに備えるため、

支給見込額を計上しております。

(3）賞与引当金

同左

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しております。

　なお、退職給付債務は簡便法に基づい

て計算しております。

(4）退職給付引当金

同左

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払いに備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。なお、この引当金につきま

しては商法施行規則第43条に規定するも

のであります。

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払いに備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。

　なお、平成18年２月15日開催の取締役

会において、平成18年３月30日の株主総

会終結時をもって退職慰労制度を廃止す

ることとし、本総会終結時までの在任期

間中の職務遂行の対価部分相当額を、役

員退職慰労引当金として計上しておりま

す。

  (6）役員賞与引当金

 ─────

 (6）役員賞与引当金

　当社は、役員の賞与の支払いに備え

るため、支給見込額の当事業年度負担

額を計上しております。

（会計方針の変更）

　当事業年度より、「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　

企業会計基準第４号　平成17年11月29

日）を適用しております。これにより、

営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益がそれぞれ2百万円減少し

ております。

７．外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準

　為替予約等の振当処理の対象となってい

る外貨建金銭債権債務については当該為替

予約等の円貨額に換算しております。

─────
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項目
前事業年度

（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当事業年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

８．収益及び費用の計上基準 (1）リース取引のリース料収入の計上方法

　リース契約期間に基づくリース契約上

の収受すべき月当たりのリース料を基準

として、その経過期間に対応するリース

料を計上しております。

(1）リース取引のリース料収入の計上方法

同左

(2）割賦販売取引の割賦売上高及び割賦原

価の計上方法

　割賦販売取引については、商品引渡時

にその総額を割賦債権に計上し、支払期

日到来の都度、割賦売上高及びこれに対

応する割賦原価を計上しております。

　なお、支払期日未到来の割賦債権に対

応する割賦未実現利益は繰延経理してお

ります。

(2）割賦販売取引の割賦売上高及び割賦原

価の計上方法

同左

(3）金融費用の計上方法

　金融費用は、営業収益に対応する金融

費用とその他の金融費用を区分計上する

こととしております。

　その配分方法は、総資産を営業取引に

基づく資産とその他の資産に区分し、そ

の資産残高を基準として営業資産に対応

する金融費用は資金原価として売上原価

に、その他の資産に対応する金融費用を

営業外費用に計上しております。

　なお、資金原価は、営業資産にかかる

金融費用からこれに対応する預金の受取

利息等を控除して計上しております。

(3）金融費用の計上方法

同左

９．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、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。

同左

10．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。な

お、特例処理の要件を満たす金利スワッ

プについては特例処理を行ない、振当処

理の要件を満たす通貨スワップについて

は振当処理を行なっております。

　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、同報告に基づく処理によって

おります。

(1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

　なお、特例処理の要件を満たす金利

スワップについては、特例処理を行っ

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、同報告に基づく

処理によっております。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

①　ヘッジ手段 金利スワップ取引及

び通貨スワップ取引

②　ヘッジ対象 借入金及び外貨建社

債

①　ヘッジ手段 金利スワップ取引

 

②　ヘッジ対象 借入金
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項目
前事業年度

（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当事業年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

(3）ヘッジ方針及び有効性評価の方法

　金利及び為替変動等の財務リスクをコ

ントロールする目的でデリバティブ取引

を利用しており、投機目的の取引は行

なっておりません。

　金利スワップをヘッジ手段、借入金を

ヘッジ対象とする個別ヘッジ及び通貨ス

ワップをヘッジ手段、外貨建社債をヘッ

ジ対象とする個別ヘッジについては、金

利・期間等の重要な条件が同一であるこ

とをもって、ヘッジの有効性を評価して

おります。

　また、負債の包括ヘッジについては

ヘッジ対象となる負債等について、ヘッ

ジ手段となるデリバティブ取引の想定元

本がヘッジ対象の範囲内に収まっている

事を検証することでヘッジの有効性を評

価しております。

(3）ヘッジ方針及び有効性評価の方法

　金利及び為替変動等の財務リスクをコ

ントロールする目的でデリバティブ取引

を利用しており、投機目的の取引は行

なっておりません。

　金利スワップをヘッジ手段、借入金を

ヘッジ対象とする個別ヘッジについては、

金利・期間等の重要な条件が同一である

ことをもって、ヘッジの有効性を評価し

ております。

　また、負債の包括ヘッジについては

ヘッジ対象となる負債等について、ヘッ

ジ手段となるデリバティブ取引の想定元

本がヘッジ対象の範囲内に収まっている

事を検証することでヘッジの有効性を評

価しております。

11．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理方法

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。

消費税等の会計処理方法

同左
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　会計処理の変更

前事業年度
（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当事業年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

  ────── 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会　企業会計基準

第5号平成17年12月９日）及び「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

委員会　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。これによる損益に与える影響

はありません。

　また、従来の資本の部の合計に相当する金額は36,579

百万円であります。

 

  ────── 

 

（役員賞与に関する会計基準）

　当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企

業会計基準委員会　企業会計基準第４号平成17年11月29

日）を適用しております。

 

　表示方法の変更

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）

 

  ────── 

 （貸借対照表）

　前期において区分掲載しておりました流動資産「前払費

用」「未収収益」は、金額が僅少であるため、流動資産の

「その他流動資産」に含めて表示することといたしまし

た。

　なお、当期の「その他流動資産」に含まれている「前払

費用」は14百万円、「未収収益」は44百万円であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

　１　リース・割賦販売取引等に基づく預り手形 　１　リース・割賦販売取引等に基づく預り手形

リース契約にもとづく担保預り

手形
     1,689百万円

割賦販売契約にもとづく担保預

り手形
    3,498百万円

その他の担保預り手形       185百万円

リース契約にもとづく担保預り

手形
     1,359百万円

割賦販売契約にもとづく担保預

り手形
     3,828百万円

その他の担保預り手形      10百万円

※２(1）賃貸資産の減価償却累計額     50,737百万円 ※２(1）賃貸資産の減価償却累計額   48,422百万円

(2）賃貸資産に見合うリース債権は34,677百万円であ

り、このうち一年以内に入金期日の到来するリース

料金額は11,547百万円であります。

(2）賃貸資産に見合うリース債権は34,675百万円であ

り、このうち一年以内に入金期日の到来するリース

料金額は11,341百万円であります。

※３(1）社用資産の減価償却累計額    1,512百万円 ※３(1）社用資産の減価償却累計額     1,579百万円

(2）固定資産の取得価額から控除した圧縮記帳額 (2）固定資産の取得価額から控除した圧縮記帳額

建物     42百万円

土地     44百万円

計     87百万円

建物      42百万円

土地       44百万円

計       87百万円

※４　担保に供している資産及び対応する債務

(1）担保に供している資産

─────

 

リース債権     3,349百万円

計      3,349百万円

 

(2）担保提供資産に対応する債務  

一年以内返済長期借入金   30百万円

長期借入金   235百万円

社債発行に対する銀行保証     2,467百万円

計      2,732百万円

 

※５　リース資産に計上しております金額には、電話加入

権３百万円が含まれております。

※５　リース資産に計上しております金額には、電話加入

権３百万円が含まれております。

─────

 

 

　６　偶発債務

　関連会社の金融機関からの借入に対し債務保証を

行っております。

 ㈱クインランドキャピタル　　　　3,643百万円

 

※７　会社が発行する株式の総数 ─────

普通株式   100,000千株

発行済株式総数　普通株式   35,105千株

  

  

　また、当社が所有する自己株式の数は普通株式3,363

千株であります。

 

※８　商法施行規則124条第３号に規定する資産に時価評

価を付したことにより増加した純資産額は1,972百万

円であります。

─────

※９　固定化営業債権

　固定化営業債権は、財務諸表等規則第32条第１項第

10号の債権であります。

※９　固定化営業債権

同左
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前事業年度
（平成17年12月31日）

当事業年度
（平成18年12月31日）

※10　決算期末日満期手形の会計処理について

　当事業年度末日は金融機関の休日でしたが、満期日

に決済が行なわれたものとして処理しております。

　当事業年度末日満期手形は次のとおりであります。

※10　決算期末日満期手形の会計処理について

　当事業年度末日は金融機関の休日でしたが、満期日

に決済が行なわれたものとして処理しております。

　当事業年度末日満期手形は次のとおりであります。

受取手形      267百万円

リース契約にもとづく担保預り

手形
    30百万円

割賦販売契約にもとづく担保預

り手形
     83百万円

その他の担保預り手形    1百万円

受取手形     242百万円

リース契約にもとづく担保預り

手形
25百万円

割賦販売契約にもとづく担保預

り手形
    92百万円

その他の担保預り手形    1百万円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当事業年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

　１　その他の売上高には、リース期間満了物件の売却代

金、リース契約の中途解約による解約損害金等を計上

しております。

　１　同左

　２　賃貸原価の内訳は、次のとおりであります。 　２　賃貸原価の内訳は、次のとおりであります。

減価償却費      11,098百万円

固定資産税等諸税    395百万円

保険料      54百万円

その他  6百万円

計       11,555百万円

減価償却費       10,930百万円

固定資産税等諸税 381百万円

保険料        65百万円

その他   11百万円

計       11,389百万円

　３　資金原価は、「重要な会計方針」８の(3)に記載し

ている金融費用であり、その内訳は次のとおりであり

ます。

　３　資金原価は、「重要な会計方針」８の(3)に記載し

ている金融費用であり、その内訳は次のとおりであり

ます。

支払利息等     266百万円

受取利息      17百万円

差引計       248百万円

支払利息等 284百万円

受取利息 18百万円

差引計 266百万円

　４　その他の売上原価は、賃貸契約の満了・中途解約に

ともなう賃貸物件の処分原価（帳簿価額）等でありま

す。

　４　同左

───── （固定資産の減損に係る会計基準）

当事業年度から「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））及び

「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ありま

せん。

　　　　　　　　　　　  

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当事業年度増加株式
数

(千株）

当事業年度減少株式
数

（千株）

当事業年度末株式数
（千株）

普通株式（注）１，２ 3,363 55 1 3,417

合計 3,363 55 1 3,417

 　　　　　（注）１．普通株式の自己株式の増加55千株は、単元未満株式の買取によるものであります。

　　　　　　　　 ２．普通株式の自己株式の減少１千株は、単元未満株式の買い増しによるものであります。
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①　リース取引

前事業年度（平成17年１月１日から　平成17年12月31日まで）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

貸手側

(1）リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

（単位：百万円）

情報・事務用機器 産業・土木・建設機械 その他 合計

取得価額 11,942 40,343 30,463 82,750

減価償却累計額 7,697 28,786 15,516 52,001

期末残高 4,244 11,557 14,946 30,748

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年以内 １年超 合計
（転貸リース取引はありません。）

10,395百万円 21,507百万円 31,903百万円

(3）受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

受取リース料 13,144百万円

減価償却費 11,097百万円

受取利息相当額 1,435百万円

(4）受取利息相当額の算定方法

　受取利息相当額の各期への配分方法については、利息法によっております。

当事業年度（平成18年１月１日から　平成18年12月31日まで）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

貸手側

(1）リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

（単位：百万円）

情報・事務用機器 産業・土木・建設機械 その他 合計

取得価額 9,922 37,820 32,637 80,381

減価償却累計額 7,047 25,908 16,637 49,592

期末残高 2,875 11,912 16,000 30,788

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年以内 １年超 合計
（転貸リース取引はありません。）

　10,210百万円 21,740百万円 31,950百万円

(3）受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

受取リース料 　13,186百万円

減価償却費 10,930百万円

受取利息相当額 1,369百万円

(4）受取利息相当額の算定方法

　受取利息相当額の各期への配分方法については、利息法によっております。
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②　有価証券関係

　前事業年度（平成17年12月31日現在）及び当事業年度（平成18年12月31日現在）における子会社株式で時価のあ

るものはありません。

 

③　税効果会計

前事業年度
（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当事業年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内

訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内

訳

（単位：百万円）

（繰延税金資産）

賃貸資産減価償却費損金算入限度

超過額
1,465

リース資産処分損引当金損金算入

限度超過額
146

貸倒引当金損金算入限度超過額 115

退職給付引当金損金算入限度超過

額
132

賞与引当金損金算入限度超過額 93

その他 226

繰延税金資産小計 2,179

評価性引当金額 14

繰延税金資産合計 2,164

（繰延税金負債）

固定資産圧縮積立金 38

その他有価証券差額金 1,348

その他 112

繰延税金負債合計 1,499

繰延税金資産の純額 665

（単位：百万円）

（繰延税金資産）

賃貸資産減価償却費損金算入限度

超過額
1,278

リース資産処分損引当金損金算入

限度超過額
201

貸倒引当金損金算入限度超過額 250

退職給付引当金損金算入限度超過

額
143

賞与引当金損金算入限度超過額 68

その他 301

繰延税金資産小計 2,241

評価性引当金額 52

繰延税金資産合計 2,189

（繰延税金負債）

固定資産圧縮積立金 38

その他有価証券差額金 1,154

その他 115

繰延税金負債合計 1,307

繰延税金資産の純額 882

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

（単位：％）

法定実効税率 40.6

（調整）

交際費等永久に損金に算出されない項目 1.9

受取配当金等永久に損金に算出されない項

目
△1.0

評価性引当金 0.6

住民税均等割 1.0

その他 △0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.6

（単位：％）

法定実効税率 40.8

（調整）

交際費等永久に損金に算出されない項目 3.0

受取配当金等永久に損金に算出されない項

目
△6.4

評価性引当金 0.4

住民税均等割 1.0

その他 3.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.2
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前事業年度
（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当事業年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

１株当たり純資産額         1,131.26円                1,153.97円

１株当たり当期純利益      41.00円           40.20円

潜在株式調整後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

益金額については、潜在株式がないた

め記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式がないた

め記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当事業年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

当期純利益（百万円） 1,309 1,275

普通株主に帰属しない金額（百万円） 7 －

（うち利益処分による役員賞与

（百万円））
(7) －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,302 1,275

期中平均株式数（株） 31,757,831 31,722,491
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（重要な後発事象）

 　当社は、中長期的かつ持続的な成長を実現するため、平成18年12月20日開催の取締役会において、JIP-I株式会社

（以下、「公開買付者」といいます。）による当社株式の公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）につい

て、賛同の意を表明することを決議し、その旨の意見表明をいたしました。

決算期後に生じた会社の状況に関する重要な事項は以下の通りです。

 

 親会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動

　本公開買付けは、平成18年12月21日から平成19年２月14日まで実施され、その結果当社普通株式の30,245,201株

の応募があり、平成19年３月２日（決済の開始予定日）付で公開買付者が新たに当社の親会社及び筆頭株主となる

予定です。

 

 　なお、本事象の詳細につきましては平成18年12月期決算短信（連結）の添付資料の３ページに記載しております

（５）中期経営戦略および対処すべき課題をご参照下さい。
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６．部門別売上高明細表
 （単位：百万円未満切捨）

区分

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）

増減

金額 構成比（％） 金額 構成比（％） 金額 比率（％）

通信機材売上高 22,637 51.5 24,234 51.7 1,597 7.1

賃貸料収入 13,144 29.9 12,945 27.7 △199 △1.5

割賦売上高 6,450 14.7 7,318 15.7 868 13.5

その他の売上高 1,694 3.9 2,286 4.9 592 34.9

合計 43,926 100.0 46,785 100.0 2,859 6.5

リース・割賦・営業貸付

金契約実行高
24,649 ― 24,761 ― 112 0.5

７．役員の異動
 

 記載が可能になり次第開示します。 
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