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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 260,995 △1.2 3,615 △39.6 3,360 △43.2 △3,806 ―

20年3月期 264,115 ― 5,983 ― 5,912 ― 3,945 ―

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 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △176.75 ― △6.4 0.4 1.4
20年3月期 183.25 ― 6.5 0.8 2.3

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △85百万円 20年3月期  ―百万円

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

21年3月期 754,125 56,387 7.5 2,618.67
20年3月期 780,334 62,012 7.9 2,879.83

（参考） 自己資本  21年3月期  56,387百万円 20年3月期  62,012百万円

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

21年3月期 52,425 △23,344 △13,985 25,003
20年3月期 △11,912 △17,224 34,543 13,201

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 22.00 ― 22.00 44.00 947 24.0 1.6
21年3月期 ― 22.00 ― 22.00 44.00 947 ― 1.6

22年3月期 
（予想）

― 22.00 ― 22.00 44.00 26.3

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間 121,000 △7.8 2,000 △34.2 2,000 △32.0 1,200 △26.6 55.73

通期 243,000 △6.9 6,000 66.0 6,000 78.5 3,600 ― 167.18
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、17ページ「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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式については、23ページ「1株当たり情報」をご覧くださ い。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 21,533,400株 20年3月期 21,533,400株

② 期末自己株式数 21年3月期 301株 20年3月期 150株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 260,627 △1.3 3,582 △40.1 3,415 △42.2 △3,750 ―

20年3月期 264,112 △0.6 5,984 △14.9 5,913 △15.9 3,946 △3.1

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
円 銭 円 銭

21年3月期 △174.19 ―

20年3月期 183.28 ―

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

21年3月期 753,971 56,443 7.5 2,621.26
20年3月期 780,334 62,012 7.9 2,879.86

（参考） 自己資本 21年3月期  56,443百万円 20年3月期  62,012百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
平成22年３月期の業績予想について 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、３ペ
ージ「１.経営成績 (1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

121,000 △7.7 2,000 △34.1 2,000 △32.8 1,200 △28.2 55.73

通期 243,000 △6.8 5,900 64.7 5,900 72.8 3,500 ― 162.54
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

 

当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な金融危機から経済不安が深刻化したことにより重大な影響を

受け、株価下落や円高など先行き不透明感が増幅致しました。 

 リース業界におきましても、リース設備投資額が前年を下回る状態が継続しており、会計・税制の変更による

大企業を中心としたリース離れの傾向も強まっております。 

 このような中で、当社は、11 月 30 日に創立 30 周年を迎えたことを機に、リースやファイナンスにとどまら

ない、”キャピタルソリューション企業”として生まれ変わっていく決意を込め、「NEC リース株式会社」から「NEC

キャピタルソリューション株式会社」へ社名を変更し、新たに出発致しました。 

 第３次中期計画では、当社の中核事業である「ベンダーソリューション」領域のリース事業に加えて、「資産

ソリューション」領域、「金融ソリューション」領域それぞれに競争力を持つ事業を育成することを目標として

おり、資産ソリューション領域では、平成 20 年４月にマッコーリーアセットファイナンスジャパン株式会社と

中古パソコン輸出関連のジョイントベンチャーであるリブートテクノロジーサービス株式会社（持分法適用関連

会社）を設立し開業致しました。また、金融ソリューション領域では、株式会社リサ・パートナーズと平成 21

年２月に業務資本提携契約を締結し、既に両社で設置した協業推進委員会を通じて具体的案件の検討の段階に入

っております。 

 このように、キャピタルソリューション会社としての当社の機能と NEC グループの総合力で、パソコンの導入

から経営レベルの課題まで解決策をご提案する所存です。 

 

当連結会計年度における連結経営成績は、売上高が前年同期比 1.2%減の 2,609 億 95 百万円、資金原価や貸倒

費用の増加に加えデリバティブ評価損を計上したことから営業利益は 39.6%減の 36 億 15 百万円、経常利益は

43.2%減の 33 億 60 百万円、投資有価証券評価損を特別損失に計上したことから、当期純損益は 38 億 6 百万円の

損失となりました。当初の予想を超えた金融マーケットの変動に伴う評価損の影響で、今期は業績の落ち込みを

余儀なくされましたが、本業に関する体制整備は上記の通り順調であり、将来への布石は着実に築かれて来てい

ると認識しております。  
 

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。 

なお、倒産などによる資産の処分損失に係る売上原価は、平成 21 年３月期より販売費及び一般管理費に含め

て表示しており、比較を容易にするため前期におけるその他の事業の売上原価から 17 億 83 百万円を賃貸事業の

販売費及び一般管理費へ振替えてコメントしております。 

 

① 賃貸事業 

賃貸事業の契約実行高は、前年同期比 9.4%減の 2,080 億円となりました。 

賃貸事業は、売上高が前年同期比 1.3％減少したものの、再リースが前年同期比 14.5%増加したことや、

リース会計基準変更に伴うＧＰ増加要因もあり、資金コスト及び貸倒等の販管費増加を吸収して営業利

益は前年同期比 22.9%増の 51 億 28 百万円となりました。 

 

② 営業貸付事業 

営業貸付事業における売上高は、企業融資等のファイナンス分野の事業ポートフォリオを着実に広げ

ていることから、前年同期比 22.2％増の 33 億 86 百万円となりましたが、一方で大型の倒産が前年に比

べ大幅に増えたことにより貸倒コストが増加し営業利益は 7億 68 百万円の損失となりました。 

 

③ その他の事業 

その他の事業における売上高は、前年同期に大型の売却や仕組金融の組成が含まれていたため、前年

同期比 3.6％減の 165 億 34 百万円、またデリバティブ評価損を 29 億 98 百万円計上したことなどから営

業利益は前年同期比 66.6％減の 6億 62 百万円となりました。  
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（次期の見通し） 

平成 21 年度のわが国経済は、昨年度の世界レベルでの金融市場の混乱に伴う株式市況の悪化や消費の冷え込

み等により、景気の先行きは予断を許さない状況が続くものと思われます。また、リース業界においても昨年か

らの新リース会計基準の適用や税制変更等による顧客のリース離れの影響継続が懸念される所であり、環境は一

段と厳しさを増していくと考えざるを得ません。 

このような状況下において当社は、第３次中期計画で定めた３つの中核事業それぞれにつき、①金融ソリュー

ション領域では株式会社リサ・パートナーズの強みである金融機関ネットワークや企業投資・再生分野での競争

力のある新たな事業モデルの構築、②資産ソリューション領域ではリブートテクノロジーサービス株式会社の資

産管理ノウハウおよび世界的な販売ネットワークの活用、③ベンダーソリューション領域では日本電気株式会社

との協働新体制の早期構築、等に向けて各種施策を展開中であります。今後とも着実に事業ポートフォリオを広

げる一方、当社のコアコンピタンスである NEC ブランドバリューを最大限に活用し、顧客に対して付加価値のあ

るソリューションを提供できる企業を目指してまいります。 

以上により平成 22 年３月期の通期連結業績予想は売上高は 2,430 億円、経常利益は 60 億円、当期純利益は

36 億円を見込んでおります。 

 

 

(2) 財政状態に関する分析 

 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における総資産は 7,541 億 25 百万円、純資産は 563 億 87 百万円となり、自己資本比

率は 7.5％となりました。 

 

ファイナンス事業の拡大により企業融資等の営業貸付金が 5.6％増の 1,138 億 38 百万円、割賦債権は

6.3％増の 334 億 51 百万円となるなど、営業貸付事業全体では 5.8％増の 1,472 億 90 百万円となりました

が、賃貸事業の資産残高はオペレーティング・リース資産が増加したものの債権流動化に伴うファイナン

ス・リース資産の減少により前年比 9.6%減の 5,153 億 76 百万円となった為、全体では 6.6％減の 6,626 億

67 百万円となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より 118 億 1 百万円増加し、250 億

3 百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりとなっております。 

 

（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、リース債権及びリース投資資産の減少額 607 億 25 百万円、営業

貸付金の増加額 △60 億 30 百万円、等により、524 億 25 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による支出 △223 億 1 百万円等により、△

233 億 44 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、短期借入金の増加額 432 億 89 百万円、コマーシャル・ペーパー

の減少額 △620 億円等により、△139 億 85 百万円となりました。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

配当は安定配当の維持を基本方針とし、事業の見通し、配当性向などを勘案して決定します。 

内部留保資金は企業体質強化を第一に有効に活用していきます。 

なお、当期末の配当につきましては 22 円 00 銭の配当を実施させていただきます。 

 

(4) 事業等のリスク 

最近の有価証券報告書（平成 20 年６月 26 日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更がないため、

開示を省略しております。 
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２．企業集団の状況 
 

当社は、ＩＴ・ネットワーク統合ソリューション事業を推進している日本電気株式会社の持分法適用関連会社

として、官公庁・自治体や大企業から中小企業までの幅広い顧客層に対してリースや割賦などのファイナンスサ

ービスを提供しております。また、ファクタリングや決済・代金回収等のサービスも行っており企業をとりまく

様々なファイナンスニーズに対応しております。 

当社と日本電気グループは、当社が金融商品をお客様に提供する際に製品・サービスを購入する購入者と仕入

先の関係にあります。 

当社の主な事業領域は、賃貸、営業貸付、その他の３事業に分類されます。 

 

(1) 賃貸事業 

企業や官公庁・自治体のユーザーが機械設備等を必要とする場合に、その設備を当社が購入・長期間賃貸

し、賃貸期間中に購入代金やその金利等を賃貸料として回収するものであります。 

 

(2) 営業貸付事業 

取引先（債務者）と取引先の仕入先（債権者）及び当社の三者間契約により、債権者の債務者に対する売

掛債権を当社が譲り受け、債権者の要求に基づき期日前に一定の割引料を控除して債権者に譲渡代金を支払

い、譲り受けた債権の支払い期日に債務者より回収を行うファクタリングや、ＩＣＴ設備導入時の工事費等

費用の立替払を行う立替払委託契約などから構成され、企業の設備投資以外のニーズに対応した商品であり

ます。また、ユーザーが物件の所有を希望する場合、当社がユーザーに代わって購入し、購入代金やその金

利等を賦払金として分割回収する割賦販売も行っております。 

 

(3)その他の事業 

物品売買、賃貸の満了品や中途解約から発生した中古品の売却、保守料の回収代行、代理回収等の事業か

ら構成されております。 

 

事業系統図については、次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本電気株式会社
（その他の関係会社）

日本電気グループ会社
販売店

　その他メーカー

設備等の仕入れ

賃貸事業・営業貸付事業・
その他事業

顧
客
（

ユ
ー

ザ
ー
）

（約118,000社）

　出資

日本電気株式会社
三井住友ファイナンス＆リース株式会社

（いずれもその他の関係会社）

ＮＥＣキャピタルソ
リューション株式会社
（全国27拠点）

ＮＬアセットサービス
株式会社

（連結子会社）

TEAM Cignus Limited
（連結子会社）

リブートテクノロジー
サービス株式会社

（持分法適用関連会社）
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３．経営方針 

 
(1) 会社の経営の基本方針 

当社は経営理念として、「NEC キャピタルソリューションは、お客様の発展に貢献すべくリースを中心とし

た質の高い各種サービスを提供することにより豊かな循環型社会の実現に向けて前進します。」と定めており

ます。 

当社はリース事業にとどまることなく幅広いトータルファイナンスサービスをもって、お客様に一層お役

に立てる各種ソリューション事業に邁進したいと考えており、その活動自体が豊かな循環型社会実現を目指

した環境経営活動であると認識しております。そのような当社の方向性を明確化すべく、昨年３月、第３次

中期計画を策定すると共に、11 月 30 日には「NEC リース」から「NEC キャピタルソリューション」へ社名変

更を行いました。 

 

(2) 中長期的な会社の経営戦略 
当社は更なる収益性の強化を目指して、平成 20 年度から平成 22 年度までを計画期間とする第３次中期計

画を策定しました。 

第３次中期計画では、今年度からの３年を「構造改革」の期間と位置付け、従来の販売金融に依存したビ

ジネスモデルから、NEC のブランドバリューを最大限に活用し、より主体的で自立したビジネスモデルへの転

換を図ります。それにより当社は銀行系リース会社とは異なる事業ポートフォリオを保有し、メーカー系ら

しいユニークな会社に脱皮することを目標としております。 

また、当社の「NEC ブランド」というコアコンピタンスに加え、金融領域・資産領域における顧客の経営資

源（Capital）を中心とする経営課題に対し、様々なサービスを提供し解決する「Integrated Capital 

Solutions」をもう一つのコアコンピタンスとして育成します。この「Integrated Capital Solutions」を提

供することにより、NEC グループが目指す「より豊かな ICT 社会」を実現することが当社のアイデンティティ

ーであると再定義しました。 

具体的戦略として、以下の通り①３つの中核事業と事業ポートフォリオ戦略、②経営機能強化戦略、③ガ

バナンス・CSR 強化戦略を定義しております。 

 

①３つの中核事業と事業ポートフォリオ戦略 

第３次中期計画で定めた３つのソリューション領域を、担当執行役員を配したユニット制で管理する

ことにより、各領域の事業展開を加速します。 

 

(a) 金融ソリューションユニット 
・アセット・ファイナンス事業 

現在身近に存在するICT産業の商流をベースに、ABLを中心とした資産金融アプローチを加速し、

中堅・中小企業やグループ商流上の企業に対する財務ソリューション機能を強化します。 

・フィナンシャル・エンジニアリング事業 

より専門性の高い金融ソリューションを提供する事業と位置付け、グループ商流の上流における

大型投資、プロジェクト事業を中心とし、メーカー系ならではの仕組組成、リスクテイク、リス

ク移転機能を発揮します。 

また、国内のコーポレートファイナンス市場におけるミドルリスクゾーンの担い手を目指し、業

務資本提携を結んだ株式会社リサ・パートナーズとの協業を中心に様々な事業機会拡大を図りま

す。 

(b) 資産ソリューションユニット 
・アセット・リマーケティング事業 

マッコーリーアセットファイナンスジャパン株式会社との合弁会社リブートテクノロジーサービ

ス株式会社を通じ、NEC グループならではの ICT 資産に関するリマーケティング事業のグローバ

ル展開を図ります。 

また、非 ICT 分野に関するリマーケティング事業についても、前々年度設立した NL アセットサー

ビス株式会社を通じ本格参入を図って参ります。 

・ICT ソリューション事業 

上記合弁会社のリマーケティング機能をベースとし、ICT 資産のライフサイクルマネジメントサ

ービス等の付加価値を向上させるとともに、レンタル・オペリースモデル等の開発を加速します。 

(c) ベンダーソリューションユニット 
従来から手掛けている NEC グループ及び他ベンダー販売金融や、小口リース等について、徹底し

た効率化を図るとともに、各商流の特徴に合わせたサービスの高機能化を進めて行きます。 
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②経営機能強化戦略 

 

(a) 連結経営強化策 
事業ポートフォリオ拡大を加速させるため、業務提携・M&A の検討を適宜行っていきます。 

(b) BPR（ビジネス・プロセス・リエンジニアリング）推進策 
事業ポートフォリオ拡大のための業務プロセス、システムインフラの整備を図ります。業務プロ

セスは BPR によって一段と合理化を進め、経費効率化を図ります。システムインフラについてはプ

ロジェクトを立ち上げ、効率的・機動的な社内システム構築を検討します。 

(c) ERM（エンタープライズ・リスク・マネジメント）強化策 
これまで行ってきた調達サイドのリスク管理に加え、資産サイドも見ながら信用リスクの計量モ

デル検討を重点的に行い、統合リスク管理体制の強化を図ります。 

(d) 人材マネジメント策 
事業ポートフォリオ拡大を加速させるため、各事業領域に精通したプロフェッショナル育成のた

め、教育プログラムの充実、優れた社外人材の積極的導入を図ります。 

 

③ガバナンス・CSR 強化戦略 

 

(a) ガバナンス強化策 
日本版 SOX 法施行に向け平成 19 年度より整備してきた業務ラインについて、PDCA を循環させる

ため、更なる内部統制体制の強化を行います。また、事業ポートフォリオの経営レベルでのモニタ

リング強化、執行責任の明確化についてもガバナンス強化策の一環として取り組みます。 

(b) CSR 強化策 
CSR 推進委員会及び CSR 推進部を中心に CSR 推進活動を継続的に行っていくほか、マッコーリー

アセットファイナンスジャパン株式会社との合弁事業を通じ、リユース推進・コンプライアンスに

則った廃棄物処理を実践します。 

 

(3) 会社の対処すべき課題 
当社は事業ポートフォリオの多様化を進めるに当たり、全社横断的で効率的な次期システムの構築、全社

的リスクマネジメント強化が当面の課題であると認識しており、下記の施策を実施しております。 

 

①次期システムの構築 

現システムを見直すとともに、今後必要となるであろう要件を整理して、当社のシステムのグランド

デザインを描き、次期システム構築を行います。 

 

②全社的リスクマネジメントの強化 

経営企画部内に設置した「リスクマネジメント室」が事務局となり、内部統制・全社的なリスクマネ

ジメント、特に ALM 管理体制の確立を図ります。 

 

(4) その他、会社の経営上重要な事項 
 

株式会社リサ・パートナーズとの関係 

     当社は、株式会社リサ・パートナーズとの業務資本提携に伴い、平成 21 年３月 23 日付で同社優先株式

40,000 株（普通株式を対価とする取得請求権付株式）を取得しました。今後につきましては業務提携の深化

を見ながら将来的に普通株への転換を図る予定です。なお、普通株式へ転換を行った場合、当社は約 26％の

株式を保有することとなり、株式会社リサ・パートナーズは当社の持分法適用会社となります。 

 

   リブートテクノロジーサービス株式会社との関係 

     当社は、平成 20 年４月 28 日付でリブートテクノロジーサービス株式会社を新規設立出資により、持分

法適用の関連会社といたしました。 
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４．連結財務諸表
（１）　連結貸借対照表

（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

(平成20年３月31日) (平成2１年３月31日)

13,027 24,376
3 3

31,458 33,451
- 507,786

107,807 113,838
23,706 23,704
457 452
- 6,762
- 66

1,357 1,585
4,963 3,463

△ 1,624 △ 6,763
181,158 708,730

リース資産(純額) 380,606 8,490
リース資産前渡金 490 -
営業資産処分損引当金 △ 2,842 -
賃貸資産合計 378,255 8,490

建物(純額) 198 207
器具備品(純額) 245 264
社用資産合計 443 472

378,698 8,962

リース資産 187,236 14
賃貸資産合計 187,236 14

ソフトウェア 3,866 3,144
その他 20 20
その他の無形固定資産 3,886 3,165

191,123 3,179

19,875 23,500
1,873 3,919
5,602 1,396
2,687 7,042
1,187 1,312

△ 1,873 △ 3,919
29,353 33,252
599,175 45,395
780,334 754,125

資産の部

流動資産

現金及び預金

受取手形

割賦債権

リース債権及びリース投資資産

営業貸付金

賃貸料等未収入金

繰延税金資産

貸倒引当金

前払費用

有価証券

未収還付法人税等

その他

流動資産合計

固定資産

有形固定資産

賃貸資産

社用資産

有形固定資産合計

賃貸資産

その他の無形固定資産

無形固定資産

投資その他の資産

固定資産合計

資産合計

投資有価証券

貸倒引当金

投資その他の資産合計

その他

無形固定資産合計

固定化営業債権

長期前払費用

繰延税金資産

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※２ ※２

※２ ※２

※３ ※３
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（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

(平成20年３月31日) (平成2１年３月31日)

支払手形 2,365 1,028
買掛金 26,474 20,704
短期借入金 482 43,792
1年内返済予定の長期借入金 113,138 90,304
コマーシャル・ペーパー 230,000 168,000
1年内償還予定の社債 24,000 -
債権流動化に伴う支払債務 - 8,210
未払金 1,240 2,490
未払費用 6,182 6,365
未払法人税等 1,569 32
賃貸料等前受金 6,636 6,237
預り金 5,238 4,998
前受収益 332 347
その他 67 662
流動負債合計 417,729 353,174

社債 10,000 10,000
長期借入金 286,955 320,446
債権流動化に伴う長期支払債務 - 6,790
退職給付引当金 789 1,099
その他 2,848 6,227
固定負債合計 300,592 344,563

718,322 697,737

資本金 3,776 3,776
資本剰余金 4,648 4,648
利益剰余金 52,760 48,007
自己株式 △ 0 △ 0
株主資本合計 61,185 56,431

その他有価証券評価差額金 620 144
繰延ヘッジ損益 206 △ 188
為替換算調整勘定 - △ 0
評価・換算差額等合計 827 △ 43

62,012 56,387
780,334 754,125

純資産合計

負債純資産合計

評価・換算差額等

株主資本

負債合計

純資産の部

固定負債

負債の部

流動負債

※４ ※４

※４※４
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（２）　連結損益計算書

前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成19年４月１日 (自　平成20年４月１日

　至　平成20年3月31日) 　至　平成21年3月31日)

264,115 260,995
247,459 240,722
16,656 20,272
10,672 16,657
5,983 3,615

受取利息 0 0
受取配当金 30 35
投資事業組合関連益 20 2
その他 34 17
営業外収益合計 85 54

支払利息 87 104
持分法による投資損失 - 85
為替差損 24 58
投資事業組合関連費 15 23
その他 28 37
営業外費用合計 156 309

5,912 3,360

投資有価証券売却益 195 －
特別利益合計 195 －

投資有価証券評価損 65 9,532
特別損失合計 65 9,532

6,042 △ 6,172
3,186 1,627

△ 1,089 △ 3,993
2,096 △ 2,366
3,945 △ 3,806

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

法人税等合計

当期純損失（△）

経常利益

特別損失

税金等調整前当期純損失（△）

特別利益

営業利益

営業外収益

営業外費用

売上高

売上原価

売上総利益

販売費及び一般管理費

（単位：百万円）

※ ※
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（３）　連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成19年４月１日 (自　平成20年４月１日

　至　平成20年3月31日) 　至　平成21年3月31日)

株主資本
資本金
前期末残高 3,776 3,776
当期変動額
当期変動額合計 - -

当期末残高 3,776 3,776
資本剰余金
前期末残高 4,648 4,648
当期変動額
当期変動額合計 - -

当期末残高 4,648 4,648
利益剰余金
前期末残高 49,762 52,760
当期変動額
剰余金の配当 △947 △947
当期純利益 3,945 △3,806
当期変動額合計 2,998 △4,753

当期末残高 52,760 48,007
自己株式
前期末残高 △0 △0
当期変動額
自己株式の取得 - △0
当期変動額合計 - △0

当期末残高 △0 △0
株主資本合計
前期末残高 58,186 61,185
当期変動額
剰余金の配当 △947 △947
当期純利益 3,945 △3,806
自己株式の取得 - △0
当期変動額合計 2,998 △4,753

当期末残高 61,185 56,431
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
前期末残高 1,115 620
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △494 △476
当期変動額合計 △494 △476

当期末残高 620 144
繰延ヘッジ損益
前期末残高 14 206
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 191 △394
当期変動額合計 191 △394

当期末残高 206 △188
為替換算調整勘定
前期末残高 - -
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） - △0
当期変動額合計 - △0

当期末残高 - △0
評価・換算差額等合計
前期末残高 1,129 827
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △302 △870
当期変動額合計 △302 △870

当期末残高 827 △43
純資産合計
前期末残高 59,316 62,012
当期変動額
剰余金の配当 △947 △947
当期純利益 3,945 △3,806
自己株式の取得 - △0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △302 △870
当期変動額合計 2,695 △5,624

当期末残高 62,012 56,387
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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 当連結会計年度

(自　平成19年４月１日 (自　平成20年４月１日

　至　平成20年3月31日) 　至　平成21年3月31日)

税金等調整前当期純損失（△） 6,042 △ 6,172
減価償却費 215,767 2,735
営業資産処分損引当金の増減額(減少:△) 1,125 -
貸倒引当金の増減額（△は減少） 356 3,933
退職給付引当金の増減額（△は減少） 32 310
賃貸資産処分損益（△は益） 4,335 △ 1,763
投資有価証券売却損益（△は益） △ 195 -
投資有価証券評価損益（△は益） 65 9,532
受取利息及び受取配当金 △ 29 △ 35
支払利息及び資金原価 6,619 8,022
為替差損益(△は益) - △ 701
デリバティブ評価損益(△は益) - 2,031
持分法による投資損益(△は益) - 85
賃貸資産の取得による支出 △ 228,257 △ 5,818
賃貸資産の売却による収入 7,137 744
割賦債権の増減額（△は増加） △ 5,689 △ 1,993
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） - 60,725
営業貸付金の増減額（△は増加） △ 18,322 △ 6,030
売上債権の増減額（△は増加） 541 364
仕入債務の増減額（△は減少） 110 △ 7,147
未払消費税等の増減額（△は減少） △ 547 819
その他 8,384 1,997
小計 △ 2,525 61,640
利息及び配当金の受取額 457 1,674
利息の支払額 △ 7,055 △ 7,846
法人税等の支払額 △ 2,789 △ 3,042
営業活動によるキャッシュ・フロー △ 11,912 52,425

社用資産の取得による支出 △ 949 △ 858
投資有価証券の売却による収入 357 -
投資有価証券の取得による支出 △ 16,660 △ 22,301
その他 28 △ 184
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 17,224 △ 23,344

短期借入金の純増減額（△は減少） △ 109 43,289
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 24,000 △ 62,000
長期借入れによる収入 74,114 180,389
長期借入金の返済による支出 △ 58,169 △ 165,716
債権流動化による収入 - 15,000
債権流動化の償還による支出 △ 1,344 -
社債の発行による収入 10,000 -
社債の償還による支出 △ 13,000 △ 24,000
配当金の支払額 △ 947 △ 947
財務活動によるキャッシュ・フロー 34,543 △ 13,985

- △ 3,294
5,407 11,801
7,794 13,201
13,201 25,003

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の期末残高

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

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

（単位：百万円）

※ ※
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（５）継続企業の前提関する注記 
   該当事項はありません。 

 

（６）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 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 １社 
(2) 連結子会社の名称 
ＮＬアセットサービス株式会社 

  ＮＬアセットサービス株式会社は、新規設立

出資により当連結会計年度より、連結子会社と

なりました。 

(1) 連結子会社の数 ２社 
(2) 連結子会社の名称 
ＮＬアセットサービス株式会社 

TEAM Cignus Limited 

 TEAM Cignus Limitedは、新規設立出資によ

り当連結会計年度より連結子会社となりまし

た。 

２．持分法の適用に関する事項 非連結子会社及び関連会社はありませんので該

当事項はありません。 

持分法を適用した関連会社数   １社 

会社等の名称 

 リブートテクノロジーサービス株式会社 

 リブートテクノロジーサービス株式会社は、

新規設立出資により当連結会計年度より持分法

適用の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 

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と

一致しております。 

同左 

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 

ａ 満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

ｂ 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）を採用しております。 

① 有価証券 

ａ 満期保有目的の債券 

同左 

ｂ その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  

 

  (追加情報) 

 債券の保有目的の変更 

   当連結会計年度において、従来満期保有

目的で保有していた債券(連結貸借対照表

計上額1,590百万円)をその他有価証券に

変更しております。これは、当該債券の信

用リスクが高くないとはいえない状況に

なったために変更したものであります 

有価証券の減損 

   当連結会計年度において、有価証券(そ

の他有価証券で時価のある債券等)9,532

百万円の減損処理を行っております。 

  なお、減損処理にあたっては、期末におけ

る時価が取得原価に比べ50％以上下落し

た場合にはすべて減損処理を行い、30％～

50％下落した場合には時価の回復可能性

を考慮して必要と認められた額について

減損処理を行っております。 

 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 
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項目 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

   至 平成21年３月31日） 

 ② デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ 

同左 

(２) 重要な固定資産の減価償却

の方法 

① 有形固定資産 

ａ 賃貸資産 

リース資産 

リース期間を償却年数とし、リース期間

満了時の処分見積額を残存価額とする

定額法を採用しております。 

ｂ 社用資産 

定率法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

器具備品 ５～６年 

① 有形固定資産 

ａ 賃貸資産 

リース資産 

同左 

 

 

ｂ 社用資産 

同左 

 

 ② 無形固定資産 

ａ 賃貸資産 

リース期間を償却年数とし、リース期間

満了時の処分見積額を残存価額とする

定額法を採用しております。 

ｂ その他の無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウエアについて

は社内における利用可能期間(５年)に

基づく定額法を採用しております。 

② 無形固定資産 

ａ 賃貸資産 

同左 

 

 

ｂ その他の無形固定資産 

同左 

 

 
(３) 重要な繰延資産の処理方法 社債発行費 

 社債発行費は、支出時に全額費用として計上

しております。 
   

(４) 重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 

債権の貸倒れに備えるため、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

性を勘案し、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 営業資産処分損引当金 

倒産などによる資産の処分損失に備える

ため、貸倒引当金に準じ、一般債権に対応

する営業資産については損失実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権に対応する

営業資産については個別に回収可能性を勘

案し、その損失見込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。

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、過去勤務債務につい

ては、発生連結会計年度にそれぞれ全額一

括して費用処理しております。 

③ 退職給付引当金 

同左 

   (５) 外貨建の資産及び負債の本

邦通貨への換算基準  

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、差額は損

益として処理しております。 
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項目 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日） 

(６) 重要な収益及び費用の計上

基準 
①リース取引の賃借料収入の計上方法 

リース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ファイナンス・リース取引に係る売上高及び

売上原価の計上基準 

   リース料を収受すべき時に売上高と売上

原価を計上する方法によっております。 

 ②割賦販売取引の割賦売上高及び割賦原価の

計上方法 

割賦販売契約時に、物件購入価額(元本相

当額)を割賦債権に計上し、割賦契約による

支払期日を基準として、当該経過期間に対応

する割賦売上高と割賦原価の差額(粗利益相

当額)を売上高に計上しております。 

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に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は営

業外費用に計上しております。なお、資金原

価は、営業資産にかかわ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金融費用計上方法 

同左 

 (７) 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。 

   

(８) 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。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段･･･金利スワップ 

ヘッジ対象･･･借入金等の有利子負債 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ③ ヘッジ方針 

当社の主たる営業資産はリース取引を中

心とした固定金利での資産であるのに対し、

調達は主に変動金利での借入であるため、現

在及び将来の獲得利鞘が変動するリスクを

ヘッジするためにデリバティブ取引を利用

しております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジの開始時点から有効性判定時点ま

での期間における、ヘッジ対象のキャッシ

ュ・フロー変動累計額と、ヘッジ手段のキャ

ッシュ・フロー変動累計額を計算し、両者の

比率が一定範囲付近にあることを検証する

ことで、ヘッジの有効性を評価しておりま

す。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 
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項目 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(９) その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

 ① 営業貸付債権の計上方法 

  営業目的の金融収益を得る為に実行する貸

付金、ファクタリング等を計上しております。

なお、当該金融収益は売上高の営業貸付収益に

計上しております。 

① 営業貸付債権の計上方法 

同左 

 ② 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

② 消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負債評

価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、

全面時価評価法を採用しております。 

同左 

 

６．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、預け金及び容易に換金可能で、且

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が到来する

短期投資からなっております。 

同左 
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（７）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 

 

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 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

   

 

リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりました

が、当連結会計年度より、「リース取引に係る会計基準」（企

業会計基準第13号）(平成５年６月17日(企業審議会第一部会)、

(平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）(平成６年１月

18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、(平成19年３月

30日改正)を適用し、通常の売買取引に係る会計処理となって

おります。ただし、リース取引開始日が会計基準適用初年度開

始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について、貸主

としては会計基準適用初年度の前年度末における固定資産の

適正な帳簿価額（減価償却累計額控除後）をリース投資資産の

期首の価額として計上しており、また当該リース投資資産に関

して、会計基準適用後の残存期間においては、利息相当額の総

額をリース期間中の各期に定額で配分しております。一方借主

としては通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適

用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、固定資産 

より流動資産へ504,394百万円計上され、営業利益及び経常

利益は1,666百万円増加し、税金等調整前当期純損失は同額減

少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載して

おります。 

 

 

 

表示方法の変更 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

 

   

（キャッシュ・フロー計算書） 

１． 営業活動によるキャッシュ・フローの「為替差損益」

は、前期は「その他」に含めて表示しておりましたが、

金額的重要性が増したため区分掲記しております。 

 

２． 営業活動によるキャッシュ・フローの「デリバティ

ブ評価損益」は、前期は「その他」に含めて表示して

おりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記し

ております。 
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（８）連結財務諸表に関する注記事項 
 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

※１ リース・割賦販売契約等に基づく預り手形 ※１ リース・割賦販売契約等に基づく預り手形 
 

リース契約に基づく預り手形 919百万円

割賦販売契約に基づく預り手形 2,048百万円

金銭消費貸借契約に基づく預り手形 4,217百万円

計 7,184百万円 

 
リース契約に基づく預り手形 1,583百万円

割賦販売契約に基づく預り手形 2,505百万円

金銭消費貸借契約に基づく預り手形 5,038百万円

計 9,127百万円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであり

ます。 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであり

ます。 
 

賃貸資産の減価償却累計額 453,686百万円

社用資産の減価償却累計額 2,750百万円 

 

賃貸資産の減価償却累計額 68,093百万円

社用資産の減価償却累計額 2,582百万円 
※３ 固定化営業債権は、財務諸表等規則第 32 条第１項

10 号に定める債権であります。 

 ※３          同左 

 

※４ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため29金融

機関と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締

結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は、次のとおりであります。 
 

当座貸越限度額及び貸出コミッ
トメントの総額 

189,411百万円

借入実行残高 482百万円

差引額 188,928百万円

※４ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため32金融

機関と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締

結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は、次のとおりであります。 
 

当座貸越限度額及び貸出コミッ
トメントの総額 

216,300百万円

借入実行残高 34,000百万円

差引額 182,300百万円

※５ 負債の部に記載していない保証債務 34百万円 

    株式会社三井住友銀行に対して従業員が行っている

住宅ローン借入に対し、債務保証を行っております。 

※５ 負債の部に記載していない保証債務 32百万円 

    株式会社三井住友銀行に対して従業員が行っている

住宅ローン借入に対し、債務保証を行っております。

 

 

 

 

 

 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用のお

およその割合は84％であり、一般管理費に属する費用の

おおよその割合は16％であります。主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用のお

およその割合は84％であり、一般管理費に属する費用の

おおよその割合は16％であります。主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 
 

給与手当 3,929百万円

減価償却費 1,281百万円

賃借料 707百万円

業務委託費 1,365百万円

貸倒引当金繰入額 799百万円
 

 
給与手当 4,084百万円

減価償却費 1,297百万円

業務委託費 1,663百万円

貸倒引当金繰入額 5,829百万円

 
 

 

NECキャピタルソリューション㈱　(8793)　平成21年３月期 決算短信

- 18 -



 

 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３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 21,533 － － 21,533

   合計 21,533 － － 21,533

自己株式   

 普通株式 0 － － 0

   合計 0 － － 0
 

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

（百万円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成19年４月25日 

取締役会 
普通株式 473 22 平成19年３月31日 平成19年６月６日

平成19年10月24日 

取締役会 
普通株式 473 22 平成19年９月30日 平成19年11月30日

 

(2)基準日が当期に属する配当のうち、効力発生日が翌期となるもの 

  次のとおり決議しております。 

（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20年４月24日 

取締役会 
普通株式 473 利益剰余金 22 平成20年３月31日 平成20年６月６日
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３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 21,533 － － 21,533

   合計 21,533 － － 21,533

自己株式   

 普通株式 0 0 － 0

   合計 0 0 － 0
 

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

（百万円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成20年４月24日 

取締役会 
普通株式 473 22 平成20年３月31日 平成20年６月６日

平成20年10月27日 

取締役会 
普通株式 473 22 平成20年９月30日 平成20年12月10日

 

(2)基準日が当期に属する配当のうち、効力発生日が翌期となるもの 

  次のとおり決議しております。 

（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21年４月28日 

取締役会 
普通株式 473 利益剰余金 22 平成21年３月31日 平成21年６月８日

 

 

 

 
（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 

 

前連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲載

されている科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲載

されている科目の金額との関係 
 

 （百万円）

現金及び預金残高 13,027

その他勘定（流動資産） 174

現金及び現金同等物 13,201
 

 
 （百万円）

現金及び預金残高 24,376

有価証券 499

その他勘定（流動資産） 126

現金及び現金同等物 25,003
 

（注）その他勘定（流動資産）は CMS（Cash Management 

Service system）による日本電気株式会社への預け

金であります。 

（注）有価証券は平成 21 年 4月 30 日償還予定の短期社債

等になります。 

その他勘定（流動資産）は CMS（Cash Management 

Service system）による日本電気株式会社への預け

金であります。 
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（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（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

 
賃貸事業 
（百万円） 

営業貸付事業
（百万円）

その他の事業
（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 

244,195 2,771 17,149 264,115 - 264,115

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 

- - 0 0 △0 -

計 244,195 2,771 17,149 264,116 △0 264,115

営業費用 238,238 2,109 16,950 257,298 833 258,132

営業利益 5,956 661 198 6,817 △834 5,983

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
  

資産 593,765 142,263 21,209 757,238 23,095 780,334

減価償却費 215,290 174 202 215,667 100 215,767

資本的支出 230,224 139 161 230,525 79 230,605

注）１．事業の区分は、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は以下のとおりであります。 

① 賃貸事業・・・・・情報・事務用機器、産業・土木・建設機械等の賃貸（リース、レンタル）業務等 

（一般債権に対応する営業資産の処分損失に備えた営業資産処分損引当金の洗い替え差額は 

賃貸事業に含めて表示しております。） 

② 営業貸付事業・・・金銭の貸付、ファクタリング、割賦販売業務等 

③ その他の事業・・・物品売買、賃貸取引の満了・中途解約に伴う物件売却、保守料の回収代行業務等 

  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の金額は、販売費及び一般管理費のうち、管理部門 

（総務、人事、経理等）に係る費用であります。 

４．資本的支出には、長期前払費用が含まれております。 
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当連結会計年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

 
賃貸事業 
（百万円） 

営業貸付事業
（百万円）

その他の事業
（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   

外部顧客に対する売

上高 
241,073 3,386 16,534 260,995 - 260,995

計 241,073 3,386 16,534 260,995 - 260,995

営業費用 235,945 4,155 15,872 255,973 1,406 257,379

営業利益 5,128 △768 662 5,021 △1,406 3,615

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
  

資産 533,692 148,284 15,031 697,008 57,117 754,125

減価償却費 2,209 266 149 2,625 109 2,735

資本的支出 7,793 127 71 7,992 52 8,044

注）１．事業の区分は、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は以下のとおりであります。 

① 賃貸事業・・・・・情報・事務用機器、産業・土木・建設機械等の賃貸（リース、レンタル）業務等 

（一般債権に対応する営業資産の処分損失に備えた営業資産処分損引当金の洗い替え差額は 

賃貸事業に含めて表示しております。） 

② 営業貸付事業・・・金銭の貸付、ファクタリング、割賦販売業務等 

③ その他の事業・・・物品売買、賃貸取引の満了・中途解約に伴う物件売却、保守料の回収代行業務等 

  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の金額は、販売費及び一般管理費のうち、管理部門 

（総務、人事、経理等）に係る費用であります。 

４．資本的支出には、長期前払費用が含まれております。 

５．会計処理の変更 

   「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」に記載のとおり、所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第 13 号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 16 号）を

第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理となっております。ただし、リース取引開

始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、会計基準適用後の残存期間

において、利息相当額の総額をリース期間中の各期に定額で配分しております。この変更に伴い、従来の方法によっ

た場合に比べて、賃貸事業の営業利益が 1,666 百万円増加しております。 

 
ｂ．所在地別セグメント情報 

   前連結会計年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、当該事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日) 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が 90%超であるため、所在地別セグメント情報の 

記載を省略しております。 

 

ｃ．海外売上高 

前連結会計年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日) 

     海外売上高がないため当該事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日) 

     海外売上高は、連結売上高の 10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 2,879.83 円

１株当たり当期純利益 183.25 円
 

 

１株当たり純資産額 2,618.67 円

１株当たりの当期純損失（△） △176.75 円
 

 
（注）１ 潜在株式調整後１株当たりの当期純利益については、前連結会計年度は希薄化効果を有している潜在株式がないた

め、当連結会計年度は１株当たりの当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２ １株当たり当期純利益又は１株当たりの当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 
前連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり当期純利益又は 
１株当たりの当期純損失（△） 

  

当期純利益又は当期純損失（百万円） 3,945  △3,806  

普通株式に帰属しない金額（百万円） -  -  

普通株式に係る当期純利益又は 
当期純損失（△）（百万円） 

3,945  △3,806  

期中平均株式数（千株） 21,533  21,533  

 

 
（重要な後発事象） 

前連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 

   

 

該当事項はありません。 

 

 

（開示の省略） 

  リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付に関す

る注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 
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５.　個別財務諸表

　（１）　貸借対照表

（単位：百万円）

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,021 24,306
受取手形 - 3
割賦債権 31,458 33,451
リース債権 - 16,069
リース投資資産 - 491,717
営業貸付金 107,807 113,838
賃貸料等未収入金 23,706 23,703
前払費用 457 452
有価証券 - 6,762
未収還付法人税等 - 66
繰延税金資産 1,357 1,585
その他 4,963 3,566
貸倒引当金 △ 1,624 △ 6,763
流動資産合計 181,149 708,761

固定資産

有形固定資産

賃貸資産

リース資産（純額） 380,606 4,404
リース資産前渡金 490 -
営業資産処分損引当金 △ 2,842 -
賃貸資産合計 378,255 4,404

社用資産

建物（純額） 198 207
器具備品（純額） 245 264
社用資産合計 443 472

有形固定資産合計 378,698 4,876
無形固定資産

賃貸資産

リース資産 187,236 14
賃貸資産合計 187,236 14

その他の無形固定資産

ソフトウェア 3,866 3,144
その他 20 20
その他の無形固定資産 3,886 3,165

無形固定資産合計 191,123 3,179
投資その他の資産

投資有価証券 19,875 23,500
固定化営業債権 1,873 3,919
長期前払費用 5,602 1,396
繰延税金資産 2,687 7,042
その他 1,197 5,213
貸倒引当金 △ 1,873 △ 3,919
投資その他の資産合計 29,363 37,154

固定資産合計 599,185 45,210
資産合計 780,334 753,971

前事業年度
（平成２０年３月31日）

当事業年度
（平成2１年3月31日）

※１

※１

※１

※１

※１

※１

※3 ※3

※4 ※4

※3 ※3

※１
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（単位：百万円）

負債の部

流動負債

支払手形 2,365 1,028
買掛金 26,474 20,703
短期借入金 482 43,792
1年内返済予定の長期借入金 113,138 90,304
コマーシャル･ペーパー 230,000 168,000
1年内償還予定の社債 24,000 -
債権流動化に伴う支払債務 - 8,210
未払金 1,240 2,490
未払費用 6,182 6,364
未払法人税等 1,569 31
賃貸料等前受金 6,636 6,237
預り金 5,238 4,998
前受収益 332 347
その他 67 662
流動負債合計 417,728 353,170

固定負債

社債 10,000 10,000
長期借入金 286,955 320,446
債権流動化に伴う長期支払債務 - 6,790
退職給付引当金 789 1,099
その他 2,848 6,020
固定負債合計 300,592 344,357

負債合計 718,321 697,527
純資産の部

株主資本

資本金 3,776 3,776
資本剰余金

資本準備金 4,648 4,648
資本剰余金合計 4,648 4,648

利益剰余金

利益準備金 71 71
その他利益剰余金

別途積立金 48,190 51,190
繰越利益剰余金 4,499 △ 3,198

利益剰余金合計 52,761 48,062
自己株式 △ 0 △ 0
株主資本合計 61,185 56,487

評価･換算差額等

その他有価証券評価差額金 620 144
繰延ヘッジ損益 206 △ 188
為替換算調整勘定 - -
評価・換算差額等合計 827 △ 43

純資産合計 62,012 56,443
負債純資産合計 780,334 753,971

当事業年度
（平成2１年3月31日）

前事業年度
（平成２０年３月31日）

※2 ※2
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　（２）　損益計算書

（単位：百万円）

売上高

賃貸料収入 244,195 240,720
営業貸付収益 2,771 3,386
その他 17,146 16,519
売上高合計 264,112 260,627

売上原価

賃貸原価 225,442 218,867
営業貸付原価 13 1
資金原価 6,532 7,768
その他 15,467 13,774
売上原価合計 247,455 240,411

売上総利益 16,656 20,215
販売費及び一般管理費 10,672 16,633
営業利益 5,984 3,582
営業外収益

受取利息 0 0
受取配当金 30 35
消費税還付金 7 2
投資事業組合関連益 20 2
その他 26 169
営業外収益合計 85 209

営業外費用

支払利息 87 254
為替差損 24 60
投資事業組合関連費 15 23
その他 28 37
営業外費用合計 156 376

経常利益 5,913 3,415
特別利益

投資有価証券売却益 195 -
特別利益合計 195 -

特別損失

投資有価証券評価損 65 9,532
特別損失合計 65 9,532

税引前当期純損失（△） 6,043 △ 6,117
法人税、住民税及び事業税 3,186 1,627
法人税等調整額 △ 1,089 △ 3,994
法人税等合計 2,097 △ 2,367
当期純損失（△） 3,946 △ 3,750

当事業年度
（自 平成20年４月１日

　　至 平成21年3月31日）

前事業年度
（自 平成19年４月１日

　　至 平成20年3月31日）
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　（３）　株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

株主資本
資本金
前期末残高 3,776 3,776
当期変動額
当期変動額合計 - -

当期末残高 3,776 3,776
資本剰余金
前期末残高 4,648 4,648
当期変動額
当期変動額合計 - -

当期末残高 4,648 4,648
利益剰余金
前期末残高 49,762 52,761
当期変動額
剰余金の配当 △947 △947
当期純利益 3,946 △3,750
当期変動額合計 2,999 △4,698

当期末残高 52,761 48,062
自己株式
前期末残高 △0 △0
当期変動額
自己株式の取得 - △0
当期変動額合計 - △0

当期末残高 △0 △0
株主資本合計
前期末残高 58,186 61,185
当期変動額
剰余金の配当 △947 △947
当期純利益 3,946 △3,750
自己株式の取得 - △0
当期変動額合計 2,999 △4,698

当期末残高 61,185 56,487
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
前期末残高 1,115 620
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △494 △476
当期変動額合計 △494 △476

当期末残高 620 144
繰延ヘッジ損益
前期末残高 14 206
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 191 △394
当期変動額合計 191 △394

当期末残高 206 △188
為替換算調整勘定
前期末残高 - -
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） - -
当期変動額合計 - -

当期末残高 - -
評価・換算差額等合計
前期末残高 1,129 827
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △302 △870
当期変動額合計 △302 △870

当期末残高 827 △43
純資産合計
前期末残高 59,316 62,012
当期変動額
剰余金の配当 △947 △947
当期純利益 3,946 △3,750
自己株式の取得 - △0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △302 △870
当期変動額合計 2,696 △5,568

当期末残高 62,012 56,443

前事業年度
（自 平成19年４月１日
　　至 平成20年3月31日）

当事業年度
（自 平成20年４月１日
　　至 平成21年3月31日）
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（４）継続企業の前提に関する注記 
   当該事項はありません。 

 

（５）重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評価

方法 

(1) 満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

(1) 満期保有目的の債券 

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）を採用してお

ります。 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

  (追加情報) 

 債券の保有目的の変更 

   当事業年度において、従来満期保有目的

で保有していた債券(連結貸借対照表計上

額1,590百万円)をその他有価証券に変更

しております。これは、当該債券の信用リ

スクが高くないとはいえない状況になっ

たために変更したものであります  

有価証券の減損 

   当連事業年度において、有価証券(その

他有価証券で時価のある債券等)9,532百

万円の減損処理を行っております。 

なお、減損処理にあたっては、期末に

おける時価が取得原価に比べ50％以上下

落した場合にはすべて減損処理を行い、

30％～50％下落した場合には時価の回復

可能性を考慮して必要と認められた額に

ついて減損処理を行っております。 

 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．デリバティブの評価基準 時価法 同左 

３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 

ａ 賃貸資産 

リース資産 

リース期間を償却年数とし、リース期

間満了時の処分見積価額と残存価額と

する定額法 

(1) 有形固定資産 

ａ 賃貸資産 

同左 

 

 

 

 ｂ 社用資産 

定率法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

器具備品 ５～６年 

ｂ 社用資産 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  (会計方針の変更) 

法人税法の改正に伴い、当会計期間より、

平成19年４月１日以後に取得した有形固定

資産の社用資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。 

この変更による損益に与える影響額は軽

微であります。 

(追加情報) 

法人税法の改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した有形固定資産の社用資産

については、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価額の５％に

到達した事業年度の翌事業年度より、取得価

額の５％相当額と備忘価額との差額を５年

間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて

計上しております。 

この変更による損益に与える影響額は軽微

であります。 

   

 (2) 無形固定資産 

ａ 賃貸資産 

リース期間を償却年数とし、リース期

間満了時の処分見積額を残存価額とす

る定額法 

ｂ その他の無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウエアについ

ては社内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法を採用しております。 

(2) 無形固定資産 

ａ 賃貸資産 

同左 

 

 

ｂ その他の無形固定資産 

同左 

 ４．繰延資産の処理方法 社債発行費 

 社債発行費は、支出時に全額費用として計上

しております。 

   

５．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れに備えるため、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勘

案し、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) 営業資産処分損引当金 

倒産などによる資産の処分損失に備えるた

め、貸倒引当金に準じ、一般債権に対応する

営業資産については損失実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権に対応する営業資産

については個別に回収可能性を勘案し、その

損失見積額を計上しております。 
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項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 (3) 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。 

数理計算上の差異についてはその発生時の

翌事業年度に、過去勤務債務については、発

生事業年度にそれぞれ全額一括して費用処

理しております。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

６．収益及び費用の計上基準 (1) リース取引の賃貸料収入の計上方法 

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) ファイナンス・リース取引に係る売上高及

び売上原価の計上基準 

   リース料を収受すべき時に売上高と売上

原価を計上する方法によっております。 

 (2) 割賦販売取引の割賦売上高及び割賦原価の

計上方法 

割賦販売契約時に、物件購入価額（元本相

当額）を割賦債権に計上し、割賦契約による

支払期日を基準として、当該経過期間に対応

する割賦売上高と割賦原価の差額（粗利益相

当額）を売上高に計上しております。 

(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に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、営業資産にかかわ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 

 ７．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。 

   

８．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。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段･･･金利スワップ 

ヘッジ対象･･･借入金等の有利子負債 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  

 

 

 

 

 

 

NECキャピタルソリューション㈱　(8793)　平成21年３月期 決算短信

- 30 -



 

 

項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 (3) ヘッジ方針 

当社の主たる営業資産はリース取引を中心

とした固定金利での資産であるのに対し、調

達は主に変動金利での借入であるため、現在

及び将来の獲得利鞘が変動するリスクをヘ

ッジするためにデリバティブ取引を利用し

ております。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジの開始時点から有効性判定時点まで

の期間における、ヘッジ対象のキャッシュ・

フロー変動累計額と、ヘッジ手段のキャッシ

ュ・フロー変動累計額を計算し、両者の比率

が一定範囲付近にあ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。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

９．キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

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、預け金及び容易に換金可能で、

且つ、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が

到来する短期投資からなっております。 

同左 

10．その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

(1) 営業貸付債権の計上方法 

営業目的の金融収益を得るために実行する

貸付金、ファクタリング等を計上しておりま

す。なお、当該金融収益は売上高の営業貸付

収益に計上しております。 

(1) 営業貸付債権の計上方法 

同左 

 (2) 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(2) 消費税等の会計処理 

同左 
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（６）重要な会計方針の変更 

 

財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

   

 

リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりました

が、当事業年度より、「リース取引に係る会計基準」（企業会

計基準第13号）(平成５年６月17日(企業審議会第一部会)、(平

成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第16号）(平成６年１月18日(日

本公認会計士協会 会計制度委員会)、(平成19年３月30日改

正)を適用し、通常の売買取引に係る会計処理となっておりま

す。ただし、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引について、貸主として

は会計基準適用初年度の前年度末における固定資産の適正な

帳簿価額（減価償却累計額控除後）をリース投資資産の期首の

価額として計上しており、また当該リース投資資産に関して、

会計基準適用後の残存期間においては、利息相当額の総額をリ

ース期間中の各期に定額で配分しております。一方借主として

は通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用して

おります。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、固定資産より

流動資産へ504,394百万円計上され、営業利益及び経常利益は

1,666百万円増加し、税金等調整前当期純損失は同額減少して

おります。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載して

おります。 

 

 

 

 

 

表示方法の変更 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

   （損益計算書） 

１．前期まで営業外収益の「その他」に含めて表示してお

りました「投資事業組合関連益」は、当期において営業

外収益の総額の100分の10を超えたため区分掲記しまし

た。   

なお、前期における「投資事業組合関連益」の金額は

0百万円であります。 

２．前期まで営業外費用の「その他」に含めて表示してお

りました「投資事業組合関連費」は、当期において営業

外費用の総額の100分の10を超えたため区分掲記しまし

た。   

なお、前期における「投資事業組合関連費」の金額は

8百万円であります。 
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（７）個別財務諸表に関する注記事項 

 
（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

１ リース・割賦販売契約等に基づく預り手形 １ リース・割賦販売契約等に基づく預り手形 
  

リース契約に基づく預り手形 919百万円

割賦販売契約に基づく預り手形 2,048百万円

金銭消費貸借契約に基づく預り手形 4,217百万円

計 7,184百万円

  
リース契約に基づく預り手形 1,583百万円

割賦販売契約に基づく預り手形 2,505百万円

金銭消費貸借契約に基づく預り手形 5,038百万円

計 9,127百万円

２ 関係会社に対する資産及び負債 ２ 関係会社に対する資産及び負債 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対する主なものは次のとおりであります。 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対する主なものは次のとおりであります。 
 

買掛金 17,404百万円
 

 
買掛金 14,910百万円

 

３ 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりでありま

す。 

３ 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりでありま

す。 
 

賃貸資産の減価償却累計額 453,686百万円

社用資産の減価償却累計額 2,750百万円 

 

賃貸資産の減価償却累計額 68,093百万円

社用資産の減価償却累計額 2,582百万円 

４ 固定化営業債権は、財務諸表等規則第32条第１項第10

号に定める債権であります。 

４           同左 

５  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため29金融機関

と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結して

おります。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実

行残高は、次のとおりであります。 
 

当座貸越限度額及び貸出コミッ
トメントの総額 

189,411百万円

借入実行残高 482百万円

差引額 188,928百万円

５  当社は、運転資金の効率的な調達を行うため32金融機関

と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結して

おります。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実

行残高は、次のとおりであります。 
 

当座貸越限度額及び貸出コミッ
トメントの総額 

216,300百万円

借入実行残高 34,000百万円

差引額 182,300百万円
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（損益計算書関係） 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 
 

賃貸資産購入高 65,223百万円
  

 
賃貸資産購入高 68,883百万円

  

２ 賃貸料収入の内訳は次のとおりであります。 ２ 賃貸料収入の内訳は次のとおりであります。 

    リース料収入 231,430百万円

その他の賃貸料収入 12,764百万円

計 244,195百万円

 
リース料収入 228,141百万円

その他の賃貸料収入 12,579百万円

計 240,720百万円
  

３ 売上高（その他）は、賃貸契約の満了・中途解約に

ともなう賃貸物件の売却額、解約弁済金等であります。

３          同左 

４ 賃貸原価の内訳は次のとおりであります。 ４ 賃貸原価の内訳は次のとおりであります。 
   

減価償却費（注） 214,486百万円

固定資産税 3,339百万円

保険料 470百万円

その他 7,145百万円

計 225,442百万円

 

 
リース売上原価 207,619百万円

減価償却費（注） 1,287百万円

固定資産税 3,187百万円

保険料 430百万円

その他 6,342百万円

計 218,867百万円
  

（注）減価償却費には少額減価償却資産及び一括償却資産

の償却額を含めております。 

（注）減価償却費には少額減価償却資産及び一括償却資産の

償却額を含めております。 

５ 資金原価は、「重要な会計方針」６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。 

５ 資金原価は、「重要な会計方針」６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 6,567百万円

受取利息 △34百万円

仕入割引 △0百万円

計 6,532百万円

 
支払利息 8,163百万円

受取利息 △394百万円

仕入割引 △0百万円

計 7,768百万円
 

６ 売上原価（その他）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。 

６         同左 

７ 販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用の

おおよその割合は83％であり、一般管理費に属する費

用のおおよその割合は17％であります。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

７ 販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用の

おおよその割合は84％であり、一般管理費に属する費

用のおおよその割合は16％であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 
 

給与手当 3,929百万円

減価償却費 1,281百万円

賃借料 707百万円

業務委託費 1,365百万円

貸倒引当金繰入額 799百万円
  

 
給与手当 4,084百万円

減価償却費 1,297百万円

業務委託費 1,663百万円

貸倒引当金繰入額 5,829百万円
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３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） 

発行済株式     

 普通株式 21,533 － － 21,533

   合計 21,533 － － 21,533

自己株式   

 普通株式 0 － － 0

   合計 0 － － 0
 

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

（百万円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成19年４月25日 

取締役会 
普通株式 473 22 平成19年３月31日 平成19年６月６日

平成19年10月24日 

取締役会 
普通株式 473 22 平成19年９月30日 平成19年11月30日

 

(2)基準日が当期に属する配当のうち、効力発生日が翌期となるもの 

  次のとおり決議しております。 

（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20年４月24日 

取締役会 
普通株式 473 利益剰余金 22 平成20年３月31日 平成20年６月６日
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当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３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） 

発行済株式     

 普通株式 21,533 － － 21,533

   合計 21,533 － － 21,533

自己株式   

 普通株式 0 0 － 0

   合計 0 0 － 0
 

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

（百万円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成20年４月24日 

取締役会 
普通株式 473 22 平成20年３月31日 平成20年６月６日

平成20年10月27日 

取締役会 
普通株式 473 22 平成20年９月30日 平成20年12月10日

 

(2)基準日が当期に属する配当のうち、効力発生日が翌期となるもの 

  次のとおり決議しております。 

（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21年４月28日 

取締役会 
普通株式 473 利益剰余金 22 平成21年３月31日 平成21年６月８日
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（１株当たり情報） 
前事業会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日）  

１株当たり純資産額 2,879.86 円

１株当たり当期純利益 183.28 円
 

 

１株当たり純資産額 2,621.26 円

１株当たりの当期純損失（△） △174.19 円
 

 
（注）１ 潜在株式調整後１株当たりの当期純利益については、前連結会計年度は希薄化効果を有している潜在株式がな

いため、当連結会計年度は１株当たりの当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

２ １株当たり当期純利益又は１株当たりの当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり当期純利益又は 
１株当たりの当期純損失（△） 

  

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） 3,946  △3,750  

普通株式に帰属しない金額（百万円） -  -  

普通株式に係る当期純利益又は 
当期純損失（△）（百万円） 

3,946  △3,750  

期中平均株式数（千株） 21,533  21,533  

 

 

 

６．その他 
 

(1)役員の異動 

 

開示内容が定まった時点で開示いたします。 

 

 

(2)契約実行高 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

増 減 
事業区分 

契約実行高（百万円） 契約実行高（百万円） 金 額（百万円） 増減率（％）

賃 貸 事 業 229,582 207,995 △21,586  △9.4

営 業 貸 付 事 業 309,722 311,272 1,550  0.5

そ の 他 の 事 業 2,349 2,171 △178  △7.6

合 計 541,654 521,439 △20,214  △3.7

 （注） 賃貸事業については、事業年度に取得した資産の購入金額を表示しております。 

 

 

(3)営業資産残高 

前事業年度末 
平成20年３月31日末 

当事業年度末 
平成21年３月31日末 増 減 

事業区分 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

金額（百万円） 
増減率
（％） 

賃 貸 事 業 570,067 80.4 515,376 77.8 △54,690 △9.6 

営 業 貸 付 事 業 139,266 19.6 147,290 22.2 8,023 5.8 

合 計 709,334 100.0 662,667 100.0 △46,667 △6.6 
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