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平成 21年 6月 25日 

各   位 

会  社  名 日立キャピタル株式会社 

代表者名 執行役社長 三浦 和哉 

（コード番号：8586・東証第一部） 

問合せ先 執行役常務 百井 啓二 

(TEL：03-3503-2118) 
 
 

（訂正）「平成 21年 3月期 決算短信」の一部訂正について 
 
平成 21年 4月 24日に公表いたしました「平成 21年 3月期 決算短信」の記載内容に一部訂正がござい

ましたので、下記のとおりご報告いたします。 

なお、訂正箇所には、〔訂正前〕及び〔訂正後〕に網掛け・下線を付して表示しております。 
 

記 

【１】16ページ 

４．連結財務諸表 

（２）連結損益計算書 

〔訂正前〕〔訂正前〕〔訂正前〕〔訂正前〕    

(単位：百万円) 

 
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) 
特別損失   

（省略） 

 貸倒引当金繰入額貸倒引当金繰入額貸倒引当金繰入額貸倒引当金繰入額    － 1,414 
（省略） 

 減損損失 578 2,3702,3702,3702,370    
 （省略） 

 リース取引に係わる資産処分損積立額 － 6666,,,,558558558558    
 
 

〔訂正後〕〔訂正後〕〔訂正後〕〔訂正後〕    

(単位：百万円) 

 
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) 
特別損失   

（省略） 

 リース取引に係わる貸倒費用リース取引に係わる貸倒費用リース取引に係わる貸倒費用リース取引に係わる貸倒費用    － 1,414 
（省略） 

 減損損失 578 3,2063,2063,2063,206    
 （省略） 

 リース取引に係わる資産処分損積立額 － 5555,,,,722722722722    
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【２】17、19 ページ 

４．連結財務諸表 

（３）連結株主資本等変動計算書 

〔訂正前〕〔訂正前〕〔訂正前〕〔訂正前〕    

(単位：百万円) 

                
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) 
株主資本   
 (省略)   
 利益剰余金   
 (省略)   
  当期変動額   

(省略) 
   当期変動額合計 6,046 8888,,,,298298298298    

(省略) 

 株主資本合計   
 (省略)   
  当期変動額   

(省略) 
   当期変動額合計 6,045 8888,,,,297297297297    

(省略) 

純資産合計   
 (省略)   
 当期変動額   

(省略) 
   当期変動額合計 △8,819 2222,,,,316316316316    

    
〔訂正後〕〔訂正後〕〔訂正後〕〔訂正後〕    

(単位：百万円) 

                
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) 
株主資本   
 (省略)   
 利益剰余金   
 (省略)   
  当期変動額   

(省略) 
   当期変動額合計 6,046 7777,,,,913913913913    

(省略) 

 株主資本合計   
 (省略)   
  当期変動額   

(省略) 
   当期変動額合計 6,045 7777,,,,913913913913    

(省略) 
純資産合計   
  (省略)   
 当期変動額   

(省略) 
   当期変動額合計 △8,819 1111,,,,931931931931    
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【３】20ページ 

４．連結財務諸表 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

〔訂正前〕〔訂正前〕〔訂正前〕〔訂正前〕    

(単位：百万円) 

        
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)    
営業活動によるキャッシュ・フロー   
 （省略）   

 貸倒引当金繰入額貸倒引当金繰入額貸倒引当金繰入額貸倒引当金繰入額    － 1,414 
 （省略）   
 減損損失 578 2222,,,,370370370370    
 （省略）   
 リース取引に係わる資産処分損積立額 － 6666,,,,558558558558    
 事業譲渡損事業譲渡損事業譲渡損事業譲渡損    － 1,403 

 （省略）   

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 (省略)   

 投資有価証券の売却による収入投資有価証券の売却による収入投資有価証券の売却による収入投資有価証券の売却による収入    － 1,670 

 （省略）   

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 （省略）   

 コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）    △93,714 76,307 

 （省略）   

 自己株式の取得による支出自己株式の取得による支出自己株式の取得による支出自己株式の取得による支出    △1 △0 

 （省略）   

 
〔訂正後〕〔訂正後〕〔訂正後〕〔訂正後〕    

(単位：百万円) 

        
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)    
営業活動によるキャッシュ・フロー   
 （省略）   

 リース取引に係わる貸倒費用リース取引に係わる貸倒費用リース取引に係わる貸倒費用リース取引に係わる貸倒費用    － 1,414 
 （省略）   
 減損損失 578 3,2063,2063,2063,206    
 （省略）   
 リース取引に係わる資産処分損積立額 － 5,7225,7225,7225,722    
 事業譲渡損益（△は益）事業譲渡損益（△は益）事業譲渡損益（△は益）事業譲渡損益（△は益）    － 1,403 

 （省略）   

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 （省略）   

 投資有価証券の売却及び償還による収入投資有価証券の売却及び償還による収入投資有価証券の売却及び償還による収入投資有価証券の売却及び償還による収入    － 1,670 

 （省略）   

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 （省略）   

 コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）    △93,714 76,307 

 （省略）   

 自己株式の純増減額（△は増加）自己株式の純増減額（△は増加）自己株式の純増減額（△は増加）自己株式の純増減額（△は増加）    △1 △0 

 （省略）   
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【４】23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〕 

 ４．会計処理基準に関する事項 

  （２）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

〔訂正前〕〔訂正前〕〔訂正前〕〔訂正前〕    

①賃貸資産 

リース期間を償却年数とする定額法によっております。 

また、賃貸資産の処分損失に備えるため、減価償却費を追加で計上しており、当連結会計年度における

追加計上額は 3,734百万円、処分損失等に充当された額は 1,8841,8841,8841,884百万円百万円百万円百万円であります。なお、当連結会計年

度末の追加計上に係る減価償却累計額は 2,2172,2172,2172,217百万円百万円百万円百万円であります。 

 

〔訂正後〕〔訂正後〕〔訂正後〕〔訂正後〕    

①賃貸資産 

リース期間を償却年数とする定額法によっております。 

また、賃貸資産の処分損失に備えるため、減価償却費を追加で計上しており、当連結会計年度における

追加計上額は 3,734百万円、処分損失等に充当された額は 1,881,881,881,883333百万円百万円百万円百万円であります。なお、当連結会計年

度末の追加計上に係る減価償却累計額は 2,2,2,2,333333337777百万円百万円百万円百万円であります。 
 

【５】27ページ 
注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

〔訂正前〕〔訂正前〕〔訂正前〕〔訂正前〕    
  前連結会計年度 当連結会計年度 

１．有形固定資産の減価償却累計額 2,226,742百万円  1,329,4391,329,4391,329,4391,329,439百万円百万円百万円百万円        
 

〔訂正後〕〔訂正後〕〔訂正後〕〔訂正後〕    
  前連結会計年度 当連結会計年度 

１．有形固定資産の減価償却累計額 2,226,742百万円  1,1,1,1,328328328328,,,,603603603603百万円百万円百万円百万円        

    
 

（連結損益計算書関係） 

   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） 

減損損失 

当社及び一部の連結子会社は以下の資産について減損損失を計上しております。 
 
〔訂正前〕〔訂正前〕〔訂正前〕〔訂正前〕    

区分 種類 場所 減損損失 

処分確定資産 建物及び構築物、土地 千葉県松戸市、福島県耶麻郡、

大阪府大阪市 

679百万円 

賃貸事業用資産賃貸事業用資産賃貸事業用資産賃貸事業用資産    賃貸資産 東京都大田区東京都大田区東京都大田区東京都大田区    704704704704百万円百万円百万円百万円    

（連結子会社）賃貸事業用資産賃貸事業用資産賃貸事業用資産賃貸事業用資産 賃貸資産 イギリスイギリスイギリスイギリス    バークシャー州バークシャー州バークシャー州バークシャー州    871百万円 

（連結子会社）事業用資産 その他の無形固定資産 東京都千代田区 115百万円 

 
〔訂正後〕〔訂正後〕〔訂正後〕〔訂正後〕    

区分 種類 場所 減損損失 

処分確定資産 建物及び構築物、土地 千葉県松戸市、福島県耶麻郡、

大阪府大阪市 

679百万円 

事業用資産事業用資産事業用資産事業用資産    賃貸資産 －－－－    1,5401,5401,5401,540百万円百万円百万円百万円    

（連結子会社）事業用資産事業用資産事業用資産事業用資産 賃貸資産 －－－－    871百万円 

（連結子会社）事業用資産 その他の無形固定資産 東京都千代田区 115百万円 

（注）賃貸資産については、納入場所が広域にわたっている為、記載を省略しております。（注）賃貸資産については、納入場所が広域にわたっている為、記載を省略しております。（注）賃貸資産については、納入場所が広域にわたっている為、記載を省略しております。（注）賃貸資産については、納入場所が広域にわたっている為、記載を省略しております。    
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【６】31ページ 

 注記事項 

（リース取引関係） 

 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．ファイナンス・リース取引（貸主側） 

（１） リース投資資産の内訳 

流動資産 

 

〔訂正前〕〔訂正前〕〔訂正前〕〔訂正前〕    

リース料債権部分  469,045469,045469,045469,045百万円百万円百万円百万円    

見積残存価額部分   93,24493,24493,24493,244百万円百万円百万円百万円    

受取利息相当額  △△△△52,11252,11252,11252,112百万円百万円百万円百万円    

リース投資資産   510,177百万円 

〔訂正後〕〔訂正後〕〔訂正後〕〔訂正後〕    

リース料債権部分  484,416484,416484,416484,416百万円百万円百万円百万円    

見積残存価額部分      79,33179,33179,33179,331百万円百万円百万円百万円    

受取利息相当額  △△△△53,56953,56953,56953,569百万円百万円百万円百万円    

リース投資資産   510,177百万円 

   

（２）リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の決算日後の回収予定額 

  流動資産 

〔訂正前〕〔訂正前〕〔訂正前〕〔訂正前〕 

 リース投資資産 

１年以内 139,970139,970139,970139,970百万円百万円百万円百万円    

１年超２年以内 107,974107,974107,974107,974百万円百万円百万円百万円    

２年超３年以内 78,54378,54378,54378,543百万円百万円百万円百万円    

３年超４年以内 51,72551,72551,72551,725百万円百万円百万円百万円    

４年超５年以内 28,43028,43028,43028,430百万円百万円百万円百万円    

５年超 62,40062,40062,40062,400百万円百万円百万円百万円    

 

〔訂正後〕〔訂正後〕〔訂正後〕〔訂正後〕    

         リース投資資産 

１年以内 144,406144,406144,406144,406百万円百万円百万円百万円    

１年超２年以内 112,157112,157112,157112,157百万円百万円百万円百万円    

２年超３年以内 81,58781,58781,58781,587百万円百万円百万円百万円    

３年超４年以内 53,80353,80353,80353,803百万円百万円百万円百万円    

４年超５年以内 29,70229,70229,70229,702百万円百万円百万円百万円    

５年超 62,75962,75962,75962,759百万円百万円百万円百万円    
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【７】42ページ 

５．個別財務諸表  

 （１）貸借対照表 

〔訂正前〕〔訂正前〕〔訂正前〕〔訂正前〕    

（単位：百万円） 

                    
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) 

資産の部   

（省略）   

 固定資産   

  有形固定資産   

  賃貸資産 3,242,629 1,381,6531,381,6531,381,6531,381,653    

  減価償却累計額 △2,051,807 △△△△1,250,2421,250,2421,250,2421,250,242    

    
〔訂正後〕〔訂正後〕〔訂正後〕〔訂正後〕    

（単位：百万円） 

     
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) 

資産の部   

（省略）   

 固定資産   

  有形固定資産   

  賃貸資産 3,242,629 1,380,8171,380,8171,380,8171,380,817    

  減価償却累計額 △2,051,807 △△△△1,249,4061,249,4061,249,4061,249,406    

 
 
 

【８】45ページ 
５． 個別財務諸表 

（２）損益計算書 

〔訂正前〕〔訂正前〕〔訂正前〕〔訂正前〕    

(単位：百万円) 

 
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) 
特別損失   
（省略） 

 貸倒引当金繰入額貸倒引当金繰入額貸倒引当金繰入額貸倒引当金繰入額    － 1,414 
 減損損失 － 1,3831,3831,3831,383    
 (省略) 

 リース取引に係わる資産処分損積立額 － 6666,,,,558558558558    
 
〔訂正後〕〔訂正後〕〔訂正後〕〔訂正後〕    

(単位：百万円) 

 
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) 
特別損失   

(省略) 

 リース取引に係わる貸倒費用リース取引に係わる貸倒費用リース取引に係わる貸倒費用リース取引に係わる貸倒費用    － 1,414 
 減損損失 － 2,2202,2202,2202,220    
 (省略) 

 リース取引に係わる資産処分損積立額 － 5555,,,,722722722722    
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【９】53ページ 
注記事項  

（貸借対照表関係） 

〔訂正前〕〔訂正前〕〔訂正前〕〔訂正前〕    

  前事業年度 当事業年度 

１．有形固定資産の減価償却累計額 2,054,178百万円  1,1,1,1,252,454252,454252,454252,454百万円百万円百万円百万円    

 

〔訂正後〕〔訂正後〕〔訂正後〕〔訂正後〕    

  前事業年度 当事業年度 

１．有形固定資産の減価償却累計額 2,054,178百万円  1,1,1,1,251,618251,618251,618251,618百万円百万円百万円百万円    

 

（損益計算書関係） 

当事業年度（自 平成 20年 4月 1日 至 平成 21年 3月 31日） 

減損損失 

 当社は以下の資産について減損損失を計上しております。 

 

〔訂正前〕〔訂正前〕〔訂正前〕〔訂正前〕 
区分 種類 場所 減損損失 

処分確定資産 建物、構築物、土地 千葉県松戸市、福島県耶麻郡、
大阪府大阪市 

679百万円 

賃貸事業用資産賃貸事業用資産賃貸事業用資産賃貸事業用資産    賃貸資産 東京都大田区東京都大田区東京都大田区東京都大田区    704704704704百万円百万円百万円百万円    
 
〔訂正後〕〔訂正後〕〔訂正後〕〔訂正後〕 

区分 種類 場所 減損損失 
処分確定資産 建物、構築物、土地 千葉県松戸市、福島県耶麻郡、

大阪府大阪市 
679百万円 

事業用資産事業用資産事業用資産事業用資産    賃貸資産     －－－－        1,5401,5401,5401,540百万円百万円百万円百万円    

（注）賃貸資産については、納入場所が広域にわたっている為、記載を省略しております。（注）賃貸資産については、納入場所が広域にわたっている為、記載を省略しております。（注）賃貸資産については、納入場所が広域にわたっている為、記載を省略しております。（注）賃貸資産については、納入場所が広域にわたっている為、記載を省略しております。    
以 上 


