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１．18年12月期の連結業績（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

(1）連結経営成績 （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 50,949 8.7 2,404 0.8 2,351 △1.7

17年12月期 46,852 5.0 2,383 5.8 2,392 8.1

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 1,234 △6.8 38 93  ― 3.4 2.9 4.6

17年12月期 1,325 16.7 41 35  ― 3.8 3.4 5.1

（注）①持分法投資損益 18年12月期 －百万円 17年12月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年12月期 31,722,491株 17年12月期 31,757,831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  

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 86,364 37,100 43.0 1,170 82

17年12月期 73,133 36,152 49.4 1,138 59

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

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

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12月期 △503 △974 3,037 4,715

17年12月期 △1,423 △1,480 3,448 3,155

(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 ４社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0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） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社

２．19年12月期の連結業績予想（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 26,000 1,300 730

通期 53,000 2,520 1,320

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　41円66銭

※　上記連結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、上記の業績予想に関する事項については、添付資料の５ページをご参照ください。
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１．企業集団の状況
　当社の企業集団は当社及び子会社４社で構成されております。

　主な事業としては、情報通信関連事業では情報通信機材の内外からの仕入・販売ならびに情報通信の施工工事を行っ

ており、リース事業では情報関連機器、事務用機器、一般産業機器、商業・サービス業用機械設備・医療機器等を主な

内容としたリース及び割賦販売を行っております。

　親会社と当該子会社間の関係は次の概要図の通りであります。

 
お 得 意 先 

リース 

情報通信事業 リース事業 

（子会社） 

南海電設㈱ 

機材販売 

機材販売 

工事請負 

技術支援 

（子会社） 

タキオン㈱ 

（子会社） 

ｻﾝﾄﾚｲﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱ 

機材販売 

サ ン テ レ ホ ン 株 式 会 社 

（子会社） 

㈱クインランドキャピタル 

リース 

※　当連結会計年度において、株式会社クインランドキャピタルを連結子会社といたしました。
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２．経営方針
(1）経営基本方針

　当社グループは、情報通信関連の機材専門商社として、またリース関連事業の先駆的企業として、常にお客様の

側に立った発想と積極果敢な取り組みを行うことで時代のニーズに迅速にお応えしてまいりました。

　従来型の産業構造や価値観が大きく変化する時代にあって、今後とも豊富な経営資源を有効に活用しながら経営

基盤の一層の強化と発展を図り企業価値の向上に努めてまいります。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は長期的な視点から将来の事業展開を考慮し、内部留保の充実により企業体質の強化を図るとともに、株主

各位に対しましても安定的な配当を継続することを基本方針としております。また、内部留保資金につきましては、

優良営業資産の取得に充当するなど、経営基盤強化のため有効活用し、さらなる株主価値の増大に努めてまいりま

す。

　なお、JIP-I株式会社による当社株式の公開買付け及びその後のかかる一連の手続きを経た後構築される新経営体

制移行後につきましては、業績の動向及び株主の意向を鑑み、適切に対処したいと考えております。

　公開買付け及びその後の手続きについては、（４）中期的経営戦略および対処すべき課題をご参照下さい。

 (3）投資単位の引下げに関する考え方および方針

　当社は資本市場における個人投資家の参加促進が、資本市場の活性化に重要であると認識しており、会社情報の

適正な開示を通じて会社の実情をお伝えすることを基本とし、個人株主を意識した施策を検討実施しております。

　投資単位の引下げについては、個人投資家の資本市場への参画を加速し、株式の流動性を高める有効な施策と認

識しております。

 (4）目標とする経営指標

　当社は中長期経営計画「プランJ」の最終年度である2007年度において売上高550億円、経常利益30億円、株主資

本当期純利益率（ROE）で5%の達成を目標とし、全社をあげて取り組んでおります。今後は、公開買付け及びその後

のかかる一連の手続きを経た後構築される新経営体制のもと、「プランJ」をベースとした新たな経営計画を策定し

てまいります。

 (5）中期的経営戦略および対処すべき課題

  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。

公開買付者は日本産業パートナーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：馬上英実、以下、「JIP」とい

います。）並びにBain Capital Partners LLC（以下、「ベインキャピタル」といいます。）が投資助言を行う投資

ファンドが出資するJBP-I株式会社（以下「JBP-I」といいます。）の完全子会社であり、買収目的会社です。

　JIPは、本邦企業の事業再編・再構築に寄与する日本型プライベート・エクイティ事業を展開することを目的とし

て、2002年11月に設立されております。本邦企業が在来の事業基盤を活かし企業の潜在力を活性化させ、事業成長

を加速させるための資本の提供及び経営支援を実行しており、事業部門のカーブアウト案件等において、本邦で多

数の投資実績を有しております。現在、日本産業第二号投資事業有限責任組合をはじめとする複数の投資事業有限

責任組合を運営しております。

　ベインキャピタルグループは、1984年にボストンで創設されて以来、これまで世界市場で累計250件の投資を行っ

ています。投資対象分野は金融関連事業も含め消費財、小売、各種製造業、ヘルスケアなど多岐にわたりますが、

投資先に対しては一貫して事業戦略面、経営管理面において経営陣を支援する経営支援型の投資運用を行い潜在成

長力のある事業の成長と事業価値向上を実現した実績を多数持っております。

　2003年度より当社は、「変化を先取りし、独自のマーケットを創造する高付加価値企業を目指す」のビジョンの

もと、2007 年度を最終年度とする中長期経営計画「プランJ」をスタートさせており、全社をあげてこれらに取り

組んでおりますが、昨今の情報通信事業分野における既存マーケットの成熟による受注獲得競争の激化、リース業

界における新会計基準の導入、金利上昇局面という経済環境の変化、さらには大手リース企業の再編による規模拡

大の動き等、当社を取り巻く環境は大きく変化しつつあります。 

　当社はこのような環境下で「プランJ」を達成し、かつ、さらに中長期的な成長をとげていくためには、情報通信

事業とリース事業の顧客基盤の共有化及び一体営業の推進等によるシナジー効果の更なる追求、従業員へのインセ

ンティブプランの導入並びに事業提携等のM&A取引の積極的展開等を含め、変化を先取りし、独自性を追求するため

のスピード感をもった戦略の策定・実行や戦略に沿った経営資源の更なる投入を行っていくことが必要であると考
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えております。 

　しかしながら、中長期的かつ持続的な成長を実現するためには、情報通信事業においては、新商品群の拡充やよ

り高付加価値事業への先行投資等の柔軟かつ大胆な施策を実行していく必要があり、また、リース事業においては、

経済環境の変化等へ対応すべく事業体制の再構築が必要である一方、当社の短期的な業績向上には寄与しないおそ

れもあります。 

　かかる状況下、短期的な業績向上と中長期的な企業価値向上を同時に追求して経営を行うことは、当社の安定的

かつ継続的成長を制約するものと考えております。 

　すなわち、当社の抱える資本政策上の問題を解決し、またその企業価値をより一層向上させるためには、迅速か

つ安定的な事業遂行が可能とすることを目的として、当社の発行済株式（自己株式を除く）の100％を公開買付者が

取得することが有効であり、また、当社が人材と事業基盤を活かし潜在成長力を発揮して中長期的な事業の拡大成

長を実現するために、JIP及びベインキャピタルが蓄積した経営支援ノウハウ及び幅広いネットワークを活用し、事

業戦略の策定、システムソリューション、ファイナンスのアレンジ等、様々な支援を受けることが、当社の企業価

値の向上に資するものと判断いたしました。 

　以上の判断から、当社は、公開買付者の100％子会社として非公開化を行い、JIP及びベインキャピタルを中核安

定株主としてかかる経営戦略を実行することが不可欠であるとの結論に至りました。 

　なお、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（総株主の議決権の数に対する所有割合：96.96％（平成18年12月31日現在の議決権の数31,193個を基

準に算出しております））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に、公開買付者の完全親会社であるJBP-I株式会社も当社の親会社となる予定です。一方、当社

の主要株主である筆頭株主のダルトン・インベストメンツ・エルエルシー（Dalton Investments LLC）は、

12,354,000株の当社株式を本公開買付けに応募しており、当社の主要株主である筆頭株主に該当しないことになる

予定です。

　当社グループは非公開化を通じて構築する新体制のもと、中長期経営計画を策定し、可及的速やかに実行してま

いります。
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３．経営成績及び財政状態
(1）当連結会計年度の概況

　当連結会計年度のわが国経済は、企業収益改善や設備投資の増加に支えられ、緩やかな景気拡大が続きました。 

　このような環境のもと、情報通信部門では、都市部におけるオフィスビルや商業施設、マンション等のネットワー

クインフラ需要及び通信会社の光ファイバー網構築に伴う機材の受注拡大に積極的に取り組んでまいりました。上期

は低迷していた新規オフィスビル案件が下期には増加に転じ、首都圏再開発による新規オフィスビル案件に伴う旺盛

なネットワークインフラ関連の受注およびデータセンター向けの設備の受注を積極的に獲得した結果、情報通信部門

の当連結会計年度の売上高は前連結会計年度比8.0％増の277億89百万円となりました。

　一方、リース部門では顧客ニーズを捉えた多様な提案型営業を展開するとともに、業績回復が見られる工作機械業

界をはじめ、土木建設機械・輸送用機器等の分野を中心に営業活動を展開してまいりました。また、当社の強みを発

揮する新たな分野を開拓すべく、情報通信部門と連携したパッケージリースの商品化やユーザー向け金融商品の開発

にも注力してまいりました。その結果、当連結会計年度のリース・割賦・営業貸付取引の契約実行高は前連結会計年

度比増加し、売上高は前連結会計年度比12.3％増の237億15百万円となりました。

　これにより、当社グループの当連結会計年度の連結業績は売上高509億49百万円（前連結会計年度比8.7％増）、経

常利益23億51百万円（同1.7％減）、当期純利益12億34百万円（同6.8％減）となりました。

　当社の当期期末配当金につきましては、中間配当と同額の１株あたり４円の配当を実施させていただく予定です。

(2）財政状態

①　当連結会計年度の概況

当連結会計年度の総資産は賃貸資産、割賦債権等の増加および株式会社クインランドキャピタルの子会社化により

前連結会計年度末と比較して132億円増加し、863億64百万円となりました。純資産は371億円で、自己資本比率は

43.0%となっております。

　当連結会計年度末の営業活動によるキャッシュフローは5億3百万円の減少となりました。これは主として賃貸資産

の取得による支出126億66百万円および割賦債権の増加による支出14億4百万円によるものでありますが、前年同期比

では９億20百万円の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは9億74百万円の減少となりました。こ

れは主として投資有価証券の取得による支出9億61百万円によるものですが、前年同期比では5億6百万円の増加とな

りました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは30億37百万円の増加となりまた。これは主として短期・長期

借入金の純増によるものでありますが、前年同期比では4億11百万円の減少となりました。これらの結果、当連結会

計年度末における現金及び現金同等物の残高は47億15百万円となりました。

②　キャッシュ・フロー指標のトレンド

 平成14年12月期 平成15年12月期 平成16年12月期 平成17年12月期 平成18年12月期

 自己資本比率（％） 47.5 50.4 51.0 49.4 43.0

 時価ベースの自己資本比率（％） 12.4 20.8 28.1 47.6 40.9

 債務償還年数（年） 81.7 7.0 5.9 － －

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 0.7 7.8 10.1 － －

 （注）１．自己資本比率：自己資本／総資産

 ２．時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

 ３．債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

４．インタレスト・カバレッジレシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しています。

※　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行株式数（自己株式控除後）により算出しています。

※　営業キャッシュ・フローは連結キャッシュフロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しています。有利子負債は、連結貸

借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としています。また利払いについては、連結キャッシュ・

フロー計算書の利息の支払額を使用しています。

※　平成17年12月期および平成18年12月期につきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、債務償還年数およびインタレスト・

カバレッジ・レシオの表示はしておりません。

(3）通期の見通し

 　今後のわが国経済は、米国景気の減速など懸念材料はありますが、企業の設備投資が底堅く推移し雇用情勢も改善

傾向にあることから、緩やかな景気拡大が続くと予想されます。

 　このような環境のもと、情報通信部門ではネットワーク構築用関連機器、機材の拡販に注力するとともに、セキュ

リティー分野の市場においても、内部統制・J-SOX法対応の内部統制強化ツールや個人情報漏えい防止ソフトを核とす

る情報セキュリティー商品の受注拡大に努めてまいります。

 　一方リース部門では、収益性の高い分野への取り組みをさらに強化し、工作機械業界等の成長分野や成長企業に対

し、効果的な提案型営業を展開し、優良資産の積み上げに注力し売り上げの増強を図るとともに、リース会計基準の
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変更を見据えた商品開発にも注力してまいります。

 　また、JIP及びベインキャピタルの豊富な経営支援ノウハウとネットワークを活用し、情報通信事業とリース事業

のコラボレーション、シナジーの追求や、Ｍ＆Ａを中心とした事業の積極展開を行い、中長期的な成長を図ってまい

ります。

 　以上の結果、平成19年度通期の見通しは次の通りです。なお、非公開化後の新経営体制のもと進められる新たな事

業展開により、業績予想が変動する可能性があります。

 【連結】

 

売上高 53,000百万円

経常利益 2,520百万円

当期純利益 1,320百万円

【単独】

 

売上高 47,800百万円

経常利益 2,300百万円

当期純利益 1,390百万円

(4）事業等のリスク

　当社グループの事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある

と考えられる主な事項を下記に記載しております。ただし、これらは当社グループの事業に関するすべてのリスクを

網羅したものではなく、記載された事項以外の予見しがたいリスクも存在します。当社グループの事業並びに財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況は、これらリスク要因のいずれによっても著しい悪影響を受ける可能性

があります。なお、本項には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は平成19年２月20日現在において判

断したものであります。

 ① 経済状況の変動によるリスク

　当社グループの主要事業である情報通信事業及びリース事業の業績及び財政状態は、主に国内の経済状況の影響を

受けます。

　情報通信事業においては、技術革新が急速であり、保有する在庫の陳腐化等により業績に悪影響を及ぼすリスクを

負っています。

　一方、リース事業においては、民間設備投資額やリース設備投資額の動向が大きく変動した場合には、当社グルー

プの業績に影響を与える可能性があります。

 ② 業績変動に関するリスク

　（イ）価格変動及び価格競争について

 　情報通信業界の市場規模は急速な拡大を続け、他社との競合が激しくなっており、商品・サービスの低価格化

傾向が続いております。当社グループでは、仕入施策の強化による競合他社との差別化や競争力の向上に努めて

おりますが、想定外の製品価格の変動や、価格競争の激化がさらに進んだ場合、当社グループの業績及び財政状

態に影響を与える可能性があります。

　（ロ）金利変動リスク

 金利変動リスクは資産運用と資金調達のミスマッチによって発生するリスクであります。

　当社グループ借入金の一部には変動金利で調達しているものがあり、当該金利変動リスクを回避する目的で金

利スワップ等を利用しヘッジに努めておりますが、当社グループの業績は、リース債権の契約時の金利水準とそ

の後の市場金利水準との乖離により影響を受ける可能性があります。

　（ハ）信用リスク

 当社グループが行うリース事業は、長期の信用供与業であり、顧客からリース料等の全額を回収して初めて収

益が確保されます。ただし、顧客に信用破綻等の不測の事態が発生した場合は、対象リース物件の売却や他の顧

客へのリース転用等により可能な限り債権の回収をはかることになります。

　当社グループは、慎重な与信管理、対象物件の査定及び営業資産の分散による信用リスクの極小化に努めてお

りますが、不良債権等が著しく増加した場合には、貸倒コスト等の増大により当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

 ③ その他のリスク

　（イ）災害等による影響
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　当社グループは、自然災害等の発生に備えてバックアップシステムの構築や、定期的な災害防止検査及び設備点

検を行っておりますが、あらゆる災害等を完全に防備出来るとは限りません。

　たとえば、当社グループの本社機能・商品管理センターは関東地区（本社は東京都中央区、商品管理センターは

埼玉県越谷市）にあり、これらの地区において大規模な災害が発生し通信ネットワーク等に障害が発生した場合に

は、本社機能、物流機能等が著しく低下する可能性があります。

　（ロ）個人情報に関するリスク

　当社グループは業務遂行上、多数の個人情報等を有しております。これらの情報の機密保持には細心の注意を

払っており、また、その管理に万全を期しておりますが、予期せぬ事態によって、万が一情報が社外に流出する

事態が生じた場合、当社グループの社会的信用を低下させ、その対応のために発生する多額の費用や、企業イメー

ジの低下が当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

　（ハ）制度変更に伴うリスク

　当社グループは、現行の法律・税務・会計等の制度や基準を基に、事業活動を行っておりますが、将来におい

て、これらの諸制度が大幅に変更された場合には、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12月31日）

当連結会計年度
（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 3,158 4,715 1,557

２．受取手形及び売掛金 ※４ 7,975 9,038 1,063

３．割賦債権 15,954 18,988 3,034

４．営業貸付金 4,706 5,980 1,274

５．賃貸料等未収入金 939 1,050 111

６．たな卸資産 545 870 325

７．繰延税金資産 74 214 140

８．その他の流動資産 255 592 337

９．貸倒引当金 △126 △323 △197

流動資産合計 33,483 45.8 41,126 47.6 7,643

Ⅱ　固定資産  

(1）有形固定資産  

(イ）賃貸資産 ※１  

１．リース資産 30,004 33,803 3,799

２．リース資産処分損
引当金

△360 △563 △203

賃貸資産計 29,644 33,240 3,596

(ロ）社用資産 ※１  

１．建物 721 683 △38

２．車輌運搬具 1 0 △1

３．器具備品 114 166 52

４．土地 1,178 1,194 16

社用資産計 2,017 2,046 29

有形固定資産合計 31,661 43.3 35,287 40.9 3,626
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前連結会計年度
（平成17年12月31日）

当連結会計年度
（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   

１．リース資産 866 833 △33

賃貸資産計 866 833 △33

(ロ）その他の無形固定
資産

 

１．ソフトウエア 120 293 173

２．電話加入権 13 9 △4

３．のれん － 616 616

その他の無形固定
資産合計 

133 918 785

無形固定資産合計 1,000 1.4 1,752 2.0 752

(3）投資その他の資産  

１．投資有価証券 5,968 6,430 462

２．出資金 7 7 －

３．長期貸付金 7 3 △4

４．固定化営業債権 ※３ 435 823 388

５．長期前払費用 32 154 122

６．繰延税金資産 671 847 176

７．その他の投資 185 229 44

８．貸倒引当金 △320 △297 23

投資その他の資産合計 6,987 9.5 8,198 9.5 1,211

固定資産合計 39,649 54.2 45,237 53.0 6,087

資産合計   73,133 100.0  86,364 100.0 13,231
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前連結会計年度
（平成17年12月31日）

当連結会計年度
（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．支払手形及び買掛金 8,349 9,392 1,043

２．短期借入金 5,450 16,452 11,002

３．一年以内償還予定の社
債

 2,467 － △2,467

４．一年以内返済長期借入
金

 2,806 4,019 1,213

５．未払金 137 26 △111

６．未払費用 228 301 73

７．未払法人税等 68 738 670

８．未払消費税等 11 23 12

９．割賦未実現利益 1,414 1,615 201

10．賞与引当金 278 222 △56

11．役員賞与引当金 － 2 2

12．その他の流動負債 168 180 12

流動負債合計 21,379 29.3 32,975 38.2 11,596

Ⅱ　固定負債  

１．社債 4,000 4,000 －

２．長期借入金  9,243 10,410 1,167

３．退職給付引当金 473 500 27

４．役員退職慰労引当金 128 166 38

５．受取保証金 553 454 △99

６．その他の固定負債 831 756 △75

固定負債合計 15,231 20.8 16,288 18.8 1,057

負債合計 36,610 50.1 49,264 57.0 12,654

少数株主持分  

少数株主持分 369 0.5 － － △369
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前連結会計年度
（平成17年12月31日）

当連結会計年度
（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  10,758 14.7
－
 

－
 

△10,758

Ⅱ　資本剰余金 8,676 11.9
－
 

－
 

△8,676

Ⅲ　利益剰余金 15,736 21.5
－
 

－
 

△15,736

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

1,976 2.7
－
 

－
 

△1,976

Ⅴ　自己株式  △995 △1.4
－
 

－
 

995

資本合計 36,152 49.4
－
 

－
 

△36,152

負債、少数株主持分及び
資本合計

73,133 100.0
－
 

－
 

△73,133
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前連結会計年度
（平成17年12月31日）

当連結会計年度
（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 12.5 10,758

２．資本剰余金   － －  8,677 10.0 8,677

３．利益剰余金   － －  16,705 19.3 16,705

４．自己株式   － －  △1,051 △1.2 △1,051

　　株主資本合計   － －  35,089 40.6 35,089

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  1,682 2.0 1,682

２．繰延ヘッジ損益   － －  △13 0.0 △13

　　評価・換算差額等合計   － －  1,668 2.0 1,668

Ⅲ　少数株主持分   － －  342 0.4 342

純資産合計   － －  37,100 43.0 37,100

負債純資産合計   － －  86,364 100.0 86,364
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当連結会計年度
（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  46,852 100.0 50,949 100.0 4,097

Ⅱ　売上原価  41,021 87.6 44,579 87.5 3,558

売上総利益 5,830 12.4 6,369 12.5 539

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 3,447 7.3 3,965 7.8 518

営業利益 2,383 5.1 2,404 4.7 21

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息  4 5  

２．受取配当金 39 73  

３．リース資産処分損引当
金戻入益

16 －  

４．貸倒引当金戻入益 38 64  

５．その他の営業外収益 36 135 0.3 45 189 0.4 54

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息  49 87  

２．投資有価証券評価損 8 －  

３．社債発行費償却 9 －  

４．その他の営業外費用 60 126 0.3 154 241 0.5 115

経常利益 2,392 5.1 2,351 4.6 △41

Ⅵ　特別利益  

１．投資有価証券売却益 －   －    

２．役員退職慰労引当金戻
入益

25 25 0.1 － － － △25

Ⅶ　特別損失  

１．商品評価損 － 21  

２．投資有価証券評価損 － 9  

３．固定資産評価損  － 18  

４．公開買付対応費用等 － － － 100 150 0.3 150

税金等調整前当期純利
益

2,417 5.2 2,201 4.3 △216

法人税、住民税及び事
業税

604 926  

法人税等調整額 447 1,051 2.3 △4 921 1.8 △130

少数株主利益 40 0.1 44 0.1 4

当期純利益 1,325 2.8 1,234 2.4 △91
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

前連結会計年度
（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

区分
注記
番号

金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 8,676

Ⅱ　資本剰余金増加高

１．自己株式処分差益 0 0

Ⅲ　資本剰余金期末残高 8,676

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 14,681

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 1,325 1,325

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 254

２．役員賞与 15 270

Ⅳ　利益剰余金期末残高 15,736
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

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17年12月31日　残高
（百万円）

10,758 8,676 15,736 △995 34,176

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（百万円）   △253  △253

利益処分による役員賞与（百万
円）

  △12  △12

当期純利益（百万円）   1,234  1,234

自己株式の取得（百万円）    △56 △56

自己株式の処分（百万円）  0  0 1

連結子会社増減に伴う剰余金に
よる増加 （百万円）

  △5  △5

連結子会社増減に伴う剰余金に
よる減少 （百万円）

  5  5

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）（百万
円）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円） － 0 968 △56 912

平成18年12月31日　残高
（百万円）

10,758 8,677 16,705 △1,051 35,089

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

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日　残高
（百万円）

1,976 － 1,976 369 36,522

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（百万円）     △253

利益処分による役員賞与（百万
円）

    △12

当期純利益（百万円）     1,234

自己株式の取得（百万円）     △56

自己株式の処分（百万円）     1

連結子会社増減に伴う剰余金に
よる減少 （百万円）

    △5

連結子会社増減に伴う剰余金に
よる減少 （百万円）

    5

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）（百万
円）

△293 △13 △307 △27 △335

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△293 △13 △307 △27 577

平成18年12月31日　残高
（百万円）

1,682 △13 1,668 342 37,100
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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
（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当連結会計年度
（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） 金額（百万円）
増減

(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

2,417 2,201 △216

賃貸資産及び社用資産
減価償却費

11,245 11,126 △119

賃貸資産の取得による
支出

△12,624 △12,666 △42

賃貸資産の売却・除却 965 1,340 375

貸倒引当金の増加額
（△は減少額）

70 119 49

リース資産処分損引当
金の増加額（△は減少
額）

△100 174 274

役員退職慰労引当金の
増加額（△は減少額）

△603 7 610

投資有価証券評価損 8 9 1

固定資産評価損 － 18 18

社債発行費償却 9 － △9

受取利息及び受取配当
金

△43 △79 △36

資金原価及び支払利息 297 354 57

受取手形及び売掛金の
減少額（△は増加額）

182 △1,061 △1,243

割賦債権増加額 △3,405 △1,404 2,001

営業貸付債権減少額 400 △0 △400

たな卸資産の減少額
（△は増加額）

107 △324 △431

支払手形及び買掛金の
増加額

768 832 64

受取保証金の減少額 △92 △108 △16

その他営業活動による
増減額

599 △379 △978

小計 203 161 △42

利息及び配当金の受取
額

43 79 36

利息の支払額 △294 △359 △65

法人税等の支払額 △1,377 △384 993

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,423 △503 920
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前連結会計年度
（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当連結会計年度
（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） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

社用資産取得による支
出

△111 △101 10

投資有価証券の取得に
よる支出

△1,380 △961 419

連結の範囲の変更を伴
う子会社株式の取得に
よる収入

－ 174 174

その他投資活動による
増減額

11 △85 △96

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,480 △974 506

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期借入金の純増減額 2,000 7,702 5,702

長期借入れによる収入 4,440 1,600 △2,840

長期借入金の返済によ
る支出

△2,684 △3,322 △638

社債の償還による支
出 

－ △2,467 △2,467

自己株式の取得・売却
による純収支

△27 △55 △28

少数株主への払戻しに
よる支出 

－ △147 △147

配当金の支払額 △257 △254 3

少数株主への配当金支
払額

△21 △10 11

その他 － △5 △5

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

3,448 3,037 △411

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

－ － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額

544 1,559 1,015

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

2,611 3,155 544

Ⅶ　現金及び現金同等物の期
末残高

3,155 4,715 1,560
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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

項目
前連結会計年度

（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

１．連結の範囲に関する事項 　連結子会社の数及びその主要な会社名

　連結子会社　　３社

　南海電設株式会社、サントレイディング

株式会社、タキオン株式会社

　連結子会社　　４社

連結の範囲の変更(株式会社クインランド

キャピタル）

株式会社クインランドキャピタルについて

は、当社が同社の株式81％を取得し子会社

となった為、当連結会計年度より連結の範

囲に含めております。

連結子会社は、「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。

 

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法を適用した関連会社の数

　該当事項はありません。

(1）持分法を適用した関連会社の数

同左

(2）持分法を適用しない関連会社の数

　該当事項はありません。

(2）持分法を適用しない関連会社の数

同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社３社の決算日は、10月31日で

あります。

　なお、連結財務諸表の作成にあたっては

同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日

との間に重要な取引が生じた場合には、連

結上必要な調整をすることとしております。

株式会社クインランドキャピタルを除く

連結子会社３社の決算日は、10月31日であ

ります。

 　なお、連結財務諸表の作成にあたっては

同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日

との間に重要な取引が生じた場合には、連

結上必要な調整をすることとしておりま

す。

　また、株式会社クインランドキャピタル

の決算日は当社と一致しております。

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

①　有価証券

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。

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

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

　商品

　総平均法による原価法

②　たな卸資産

　商品

同左

　その他のたな卸資産

　最終仕入原価法

　その他のたな卸資産

同左

③　デリバティブ

時価法

③　デリバティブ

同左
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項目
前連結会計年度

（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　賃貸資産

(イ）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。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　賃貸資産

(イ）リース資産

同左

(ロ）レンタル資産

　定率法

(ロ）レンタル資産

同左

②　社用資産

　定率法

　（ただし、連結子会社は平成10年４

月１日以降に取得した建物（建物付属

設備を除く）は定額法によっておりま

す。）

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

(3）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います。

(3）繰延資産の処理方法

　社債発行費

─────

(4）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。

(4）外貨建の資産又は負債の本邦通貨への

換算基準

─────
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項目
前連結会計年度

（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

(5）重要な引当金の計上基準

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。

(5）重要な引当金の計上基準

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、

支給見込額の当連結会計年度負担額を

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

連結会計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、内規に基づく当連結会計年度末

において発生していると認められる額

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、内規に基づく当連結会計年度末

において発生していると認められる額

を計上しております。

　なお、当社は、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、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

　当社及び一部の連結子会社は役員の

賞与の支払いに備えるため、支給見込

額の当連結会計年度負担額を計上して

おります。

（会計方針の変更）

　当連結会計年度より、「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。
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項目
前連結会計年度

（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

(6）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、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）重要なリース取引の処理方法

同左

(7）重要なヘッジ会計の方法

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。

(7）重要なヘッジ会計の方法

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

ヘッジ手段 金利スワップ取

引及び通貨ス

ワップ取引

ヘッジ対象 借入金及び外貨

建社債

ヘッジ手段 金利スワップ取

引

ヘッジ対象 借入金

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。

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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項目
前連結会計年度

（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

(8）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

(8）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方法は、

全面時価評価法によっております。

同左

６．のれん償却に関する事項  ───── のれんの償却については、投資効果

の発現すると見積もられる５年にわ

たって均等償却しております。

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

　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

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取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっ

ております。

同左

　会計方針の変更

前連結会計年度
（自　平成17年12月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成18年12月31日）

  ───── (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結合計年度より、「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の適用指針」（企業会計基準委員

会　企業会計基準適用指針8号　平成17年12月9日）を適用

しております。

  ───── （役員賞与に関する会計基準）

当連結事業年度より、「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。 
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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12月31日）

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

※１(1）有形固定資産の減価償却累計額 ※１(1）有形固定資産の減価償却累計額

賃貸資産の減価償却累計額    51,879百万円

社用資産の減価償却累計額     1,596百万円

賃貸資産の減価償却累計額 55,457百万円

社用資産の減価償却累計額     1,658百万円

(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

※２　担保に供している資産及び対応する債務 ※２　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 (1）担保に供している資産

土地     4百万円

建物      2百万円

リース債権     3,349百万円

計     3,357百万円

 　　　　　　　　　　　─────

(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

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

 　　　　　　　　　　　─────

　担保に供している資産のうち土地、建物は連結子

会社において当座貸越契約の担保として供しており

ますが、当該契約は実行しておりません。

※３　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。

※３　固定化営業債権

同左

※４　連結会計年度末日満期手形の会計処理について

　当連結会計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。

　当連結会計年度末日満期手形は次のとおりでありま

す。

※４　連結会計年度末日満期手形の会計処理について

　当連結会計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。

　当連結会計年度末日満期手形は次のとおりでありま

す。

受取手形      227百万円

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
 34百万円

割賦販売契約にもとづく担保預

り手形
 175百万円

その他の担保預り手形      1百万円

※５　当社の発行済株式総数は普通株式35,105千株であり、

保有する自己株式の数は、普通株式3,363千株であり

ます。

 　　　　　　　　　　　─────
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。

給与手当  1,480百万円

賞与引当金繰入額    215百万円

退職給付費用     48百万円

役員退職慰労引当金繰入額     15百万円

減価償却費     88百万円

貸倒引当金繰入額   251百万円

リース資産処分損引当金繰入額      53百万円

給与手当 1,435百万円

賞与引当金繰入額    358百万円

退職給付費用     58百万円

役員退職慰労引当金繰入額      7百万円

減価償却費     88百万円

貸倒引当金繰入額     191百万円

リース資産処分損引当金繰入額   135百万円

 　　　　　　　　　　　───── （固定資産の減損に係る会計基準）                   

  当連結会計度から「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。これによる税金等調

整前当期純利益への影響は、軽微であります。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（平成18年１月１日～平成18年12月31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

前連結会計年度末株
式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式 35,105 － － 35,105

合計 35,105 － － 35,105

自己株式

普通株式（注）１，２ 3,363 55 1 3,417

合計 3,363 55 1 3,417

 　　　　　（注）１．普通株式の株式数の増加は、単元未満株式の買い取りによるものであります。

　　　　　　　　 ２．普通株式の株式数の減少は、単元未満株式の買い増しによるものであります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

  該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（円）
１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年３月30日

定時株主総会
普通株式 126 4 平成17年12月31日 平成18年３月31日

平成18年８月９日

取締役会
普通株式 126 4 平成18年６月30日 平成18年９月14日

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（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19年３月29日

定時株主総会
普通株式 4  利益剰余金 4 平成18年12月31日 平成19年３月30日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

　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    3,158百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金     △2百万円

現金及び現金同等物    3,155百万円
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①　リース取引

前連結会計年度（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 11,959 40,343 30,463 82,766

減価償却累計額 7,696 28,786 15,516 52,000

期末残高 4,262 11,557 14,946 30,766

(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。）

10,396百万円 21,508百万円 31,904百万円

(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 13,141百万円

減価償却費 11,103百万円

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。

当連結会計年度（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 13,509 38,772 37,416 89,697

減価償却累計額 9,626 26,444 19,387 55,457

期末残高 3,883 12,328 18,029 34,240

(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。）

　11,654百万円 　22,937百万円 　34,591百万円

(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 　13,981百万円

減価償却費  11,616百万円

受取利息相当額 　1,452百万円

(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

①　前連結会計年度（平成17年12月31日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（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 1,915 5,252 3,336

(2）債券

①　国債・地方債 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 1,915 5,252 3,336

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 162 158 △4

(2）債券

①　国債・地方債 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 162 158 △4

合計 2,078 5,410 3,331

２．時価評価されていない有価証券の内容および連結貸借対照表計上額

その他有価証券

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 558

合計 558

　（注）　当連結会計年度における時価のないその他有価証券の減損処理及び取得原価の修正額は8百万円であります。
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②　当連結会計年度（平成18年12月31日現在）

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（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 1,055 4,217 3,161

(2）債券

①　国債・地方債 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 1,055 4,217 3,161

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 1,773 1,460 △312

(2）債券

①　国債・地方債 － － －

②　社債 － － －

③　その他 200 195 △4

(3）その他 － － －

小計 1,973 1,655 △317

合計 3,028 5,872 2,843

２．時価評価されていない有価証券の内容および連結貸借対照表計上額

その他有価証券

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 557

合計 557

　（注）　当連結会計年度における時価のないその他有価証券の減損処理及び取得原価の修正額は9百万円であります。
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

(1）取引の内容

提出会社の利用しているデリバティブ取引は、金利ス

ワップ取引であります。

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

財務リスクをコントロールする目的で利用しており、

投機目的の取引は行っておりません。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

資金調達コストの軽減、平準化を目的に金利スワップ

取引を利用しております。

(3）取引の利用目的

同左

(4）取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有

しておりますが、このリスクは資金調達案件の有する金

利変動リスクと相殺されるものであります。

また、提出会社の取引の相手先は信用度の高い金融機

関に分散されており、相手先の契約不履行によるリスク

は極めて少ないと認識しております。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引は、取締役会で定められた社内管理

規定により執行・管理されております。デリバティブ取

引の執行部門は財務部であり、取締役会において承認さ

れた取引を執行し、取引後の状況等を取締役会にフィー

ドバックしております。

また、取引管理部門は管理部であり、個々の取引内容

が執行部門からの報告と差異が無いかを定期的に確認し

ております。また、検査室は監査部門として、取引限度

枠、取引ルール等の遵守状況をチェックし取締役会や財

務部門長へ報告しております。

なお、連結子会社はデリバティブ取引を利用しており

ません。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左
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２．取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

前連結会計年度（平成17年12月31日）

(1）通貨関連

該当事項はありません。

なお、「外貨建取引等会計処理基準」により外貨建金銭債権債務等に振り当てたデリバティブ取引につ

いては、開示の対象から除いております。

(2）金利関連

当連結会計年度にかかるデリバティブ取引については、ヘッジ会計を適用しておりますので、開示の対

象から除いております。

なお、「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

次のとおりであります。

① 概要

負債の包括ヘッジについては、デリバティブ取引（ヘッジ手段）の想定元本がリース契約等に対応する

負債等（ヘッジ対象）の総額に収まる範囲内で、負債から生じるキャッシュ・フロー変動リスクを総体と

してヘッジする取引を行っております。

② デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

区分 種類

前連結会計年度（平成17年12月31日）

契約額等
（百万円）

契約額等のうち１
年超（百万円）

時価（百万円）
評価損益
（百万円）

市場取引以

外の取引

金利スワップ取引

受取変動・支払固定 1,000 1,000 △42 △42

合計 1,000 1,000 △42 △42

　（注）　時価は金利スワップ契約を締結した金融機関から提示された価格によっております。

当連結会計年度（平成18年12月31日）

(1）通貨関連

該当事項はありません。

(2）金利関連

当連結会計年度にかかるデリバティブ取引については、ヘッジ会計を適用しておりますので、開示の対

象から除いております。

なお、「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

次のとおりであります。

① 概要

負債の包括ヘッジについては、デリバティブ取引（ヘッジ手段）の想定元本がリース契約等に対応する

負債等（ヘッジ対象）の総額に収まる範囲内で、負債から生じるキャッシュ・フロー変動リスクを総体と

してヘッジする取引を行っております。

② デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

区分 種類

当連結会計年度（平成18年12月31日）

契約額等
（百万円）

契約額等のうち１
年超（百万円）

時価（百万円）
評価損益
（百万円）

市場取引以

外の取引

金利スワップ取引

受取変動・支払固定 1,000 － △23 △23

合計 1,000 － △23 △23

　（注）　時価は金利スワップ契約を締結した金融機関から提示された価格によっております。
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④　退職給付

前連結会計年度
（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年１月１日から
平成18年12月31日まで）

１．採用している退職給付制度の概要

　提出会社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、

適格退職年金制度および退職一時金制度を設けておりま

す。

　また、連結子会社は、確定給付型の制度として、退職

一時金制度を設けております。

１．採用している退職給付制度の概要

同左

（単位：百万円） （単位：百万円）

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

退職給付債務 507

(1）年金資産 34

(2）退職給付引当金 473

退職給付債務 534

(1）年金資産 34

(2）退職給付引当金 500

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

退職給付費用 48 退職給付費用 60

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　簡便法を採用しているため、該当事項はありません。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

同左

⑤　ストック・オプション等

前連結会計年度（平成17年１月１日～平成17年12月31日）

該当事項はありません。

 

 

        当連結会計年度（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

該当事項はありません。 
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⑥　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当連結会計年度
（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
181

賞与引当金損金算入限度超過額 124

その他 229

繰延税金資産小計 2,262

評価性引当金額 14

繰延税金資産合計 2,248

（繰延税金負債）

固定資産圧縮積立金 38

その他有価証券評価差額金 1,350

その他 112

繰延税金負債合計 1,501

繰延税金資産の純額 746

（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
1,308

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 253

退職給付引当金損金算入限度超過

額
198

賞与引当金損金算入限度超過額 103

その他 1,661

繰延税金資産小計 3,724

評価性引当金額 27

繰延税金資産合計 3,697

（繰延税金負債）

固定資産圧縮積立金 38

その他有価証券評価差額金 1,154

その他 115

繰延税金負債小計 1,309

　評価性引当金額 19

 繰延税金負債合計 2,635

繰延税金資産の純額 1,062

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 0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.5

（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 3.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.9
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⑦　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（平成17年１月１日～平成17年12月31日）

情報通信部門
（百万円）

リース部門
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
 （百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 25,732 21,119 46,852 － 46,852

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
0 59 60 (60) －

計 25,733 21,179 46,912 (60) 46,852

営業費用 24,781 19,667 44,449 20 44,469

営業利益 951 1,511 2,463 (80) 2,383

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出

資産 10,818 52,724 63,543 9,589 73,133

減価償却費 95 11,181 11,277 (31) 11,245

資本的支出 111 12,653 12,765 (28) 12,736

　（注）１．上記の事業区分は、主たる営業取引の種類により区分しております。

２．各事業区分の主要品目

情報通信部門・・・・通信関連機器・工事用材料等の販売

リース部門・・・・・情報関連機器、事務用機器、一般産業機器、商業・サービス業用機械設備・医療機器

等のリース及び割賦販売等（賃貸取引の満了・中途解約に伴う物件販売等を含む）

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の金額は85百万円であり、その主なものは

提出会社の本社管理部門に係る費用等であります。

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は9,589百万円であり、その主なものは提出会社の余

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

す。
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当連結会計年度（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

情報通信部門
（百万円）

リース部門
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
 （百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 27,789 23,715 51,504 (555) 50,949

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 37 37 (37) －

計 27,789 23,752 51,542 (592) 50,949

営業費用 26,457 22,448 48,905 (360) 48,545

営業利益 1,331 1,304 2,636 (232) 2,404

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出

資産 11,953 62,781 74,734 11,629 86,364

減価償却費 87 11,728 11,815 74 11,889

資本的支出 39 13,116 13,115 33 13,189

　（注）１．上記の事業区分は、主たる営業取引の種類により区分しております。

２．各事業区分の主要品目

情報通信部門・・・・通信関連機器・工事用材料等の販売

リース部門・・・・・情報関連機器、事務用機器、一般産業機器、商業・サービス業用機械設備・医療機器

等のリース及び割賦販売等（賃貸取引の満了・中途解約に伴う物件販売等を含む）

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の金額は105百万円であり、その主なものは

提出会社の本社管理部門に係る費用等であります。

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は11,629百万円であり、その主なものは提出会社の

余資運用資金（現金及び有価証券等）、長期投資資金（投資有価証券）、及び管理部門に係る資産等であり

ます。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（平成17年１月１日～平成17年12月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

　該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（平成17年１月１日～平成17年12月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

　該当事項はありません。

⑧　関連当事者との取引

前連結会計年度（平成17年１月１日～平成17年12月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで）

当連結会計年度
（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         1,138.59円             1,170.82円

１株当たり当期純利益      41.35円           38.93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。

前連結会計年度
(平成17年１月１日から
平成17年12月31日まで)

当連結会計年度
(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） 1,325 1,234

普通株主に帰属しない金額（百万円） 12 －

（うち利益処分による役員賞与金

（百万円））
(12)  (－)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,313 1,234

期中平均株式数（株） 31,757,831 31,722,491

（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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