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(百万円未満切捨て)

1. 22年３月期の連結業績（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

(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 ％

22年３月期 237,378 △9.0 7,679 112.4 7,646 127.5 3,122 ―

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

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 ％ ％ ％

22年３月期 145 01 ― ― 5.4 1.0 3.2

21年３月期 △176 75 ― ― △6.4 0.4 1.4

(参考) 持分法投資損益 22年３月期 28百万円 21年３月期 △85百万円

(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

22年３月期 741,252 60,039 8.1 2,788 25

21年３月期 754,125 56,387 7.5 2,618 67

(参考) 自己資本 22年３月期 60,039百万円 21年３月期 56,387百万円

(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

22年３月期 1,688 5,207 △7,373 24,532

21年３月期 51,393 △22,312 △13,985 25,003

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 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年３月期 ― ― 22 00 ― ― 22 00 44 00 947 ― 1.6

22年３月期 ― ― 22 00 ― ― 22 00 44 00 947 30.3 1.6

23年３月期(予想) ― ― 22 00 ― ― 22 00 44 00 23.7

3. 23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23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 115,000 △3.2 3,400 △33.9 3,400 △33.6 1,900 42.5 88 24

通 期 225,000 △5.2 7,000 △8.8 7,000 △8.5 4,000 28.1 185 76
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① 会計基準等の改正に伴う変更  有 

② ①以外の変更         無 

 (注) 詳細は、20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」をご覧ください。 

  

 
(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、36ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。 

  

 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

 

 
  
   なお個別業績予想につきましては、連結業績予想とほぼ同数であることから、記載を省略しております。 

  

 ※ 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23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。  

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

新規  ―社（社名          ） 除外  ―社（社名          ）

(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）

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 22年３月期 21,533,400株 21年３月期 21,533,400株

② 期末自己株式数 22年３月期 301株 21年３月期 301株

(参考) 個別業績の概要

1. 22年３月期の個別業績（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

(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 ％

22年３月期 236,867 △9.1 7,692 114.8 7,641 123.8 3,119 ―

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

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

22年３月期 144 85 ― ―

21年３月期 △174 19 ― ―

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

22年3月期 741,089 60,093 8.1 2,790 76

21年3月期 753,971 56,443 7.5 2,621 26

(参考) 自己資本 22年３月期 60,093百万円 21年３月期 56,443百万円
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当連結会計年度におけるわが国経済は、アジア諸国をはじめとする海外経済の回復傾向や国内外の経

済政策効果を背景に、一部で持ち直しの動きが見られるものの、本格的な企業業績の回復には至ってお

らず、設備投資の減少や公共投資の抑制が続き、依然として厳しい状況が続いております。  

当社グループの属するリース業界におきましても、新リース会計基準の適用や税制改正の影響等によ

る大企業を中心としたリース離れの傾向が強まる中、企業倒産による貸倒リスクについては高水準のま

ま推移しており、業界全体のリース取扱高は平成19年６月以降34ヵ月連続で前年割れ（平成22年３月現

在 出典：社団法人リース事業協会「リース統計」）となっております。 

このような状況下において、当社賃貸事業では主要顧客である官公庁等との良好な取引関係を活かし

て取引規模の確保に努め、契約実行高の落ち込み幅を抑えるとともに、営業効率の向上や与信管理の強

化策を展開中であります。 

また、営業貸付事業においては、従来のＮＥＣグループ商流に留まらない幅広い顧客に対するファイ

ナンス案件の取組みや、業務資本提携契約を締結した株式会社リサ・パートナーズとの協業を推進する

中で地域金融機関との関係構築も進み、着実に実績を積み上げてきております。 

その他の事業においては、当社の持分法適用関連会社であるリブートテクノロジーサービス株式会社

を通じ、中古ＩＣＴ関連機器の海外販路を活用したリセール及び適正なリサイクル処理を実践しており

ます。 

  

   なお、当連結会計年度においては、金融マーケットの回復基調が継続したことに伴い、デリバテ 

  ィブ評価益23億69百万円（同売却損益を含む）を営業損益に計上する一方、営業政策目的保有の投 

  資有価証券の減損処理により22億72百万円を特別損失に計上しております。 

   以上により、当連結会計年度の業績は、売上高2,373億78百万円（前年比9.0％減）、営業利益76   

    億79百万円（同112.4％増）、経常利益76億46百万円（同127.5％増）、当期純利益31億22百万円 

  （前期は38億６百万円の当期純損失）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

賃貸事業の契約実行高は、前年比14.2％減の1,798億53百万円となりました。（平成22年３月累計

業界平均前年比19.0％減（出典：社団法人リース事業協会「リース統計」）） 

賃貸事業の売上高は、前年比9.8％減の2,173億90百万円となったものの、資金原価の改善及びリー

ス会計基準変更に伴う増益要因等により、貸倒引当金繰入額等の販売費及び一般管理費の増加を吸収

し、営業利益は前年比5.8％増の54億23百万円となりました。  

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

① 賃貸事業
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営業貸付事業の売上高は、企業融資の利息収入の増加等により、前年比13.5％増の38億43百万円と

なり、営業利益は２億62百万円（前期は営業損失７億68百万円）となりました。 

  

その他の事業における売上高は、解約売上が減少したこと等により、前年比2.4％減の161億45百万

円となりましたが、金融マーケットの回復基調が継続したことに伴うデリバティブ評価益23億69百万

円（同売却損益を含む）を計上したことなどから、営業利益は前年比410.9％増の33億83百万円とな

りました。 

  

(次期の見通し) 

平成22年度のわが国経済は、リーマンショックに端を発した世界レベルでの金融市場の混乱は収束

しつつあるものの、依然として株式市況の低迷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平成20年度から適用された新リー

ス会計基準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ところであり、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ＮＥＣグループ商流に留まらない幅広い顧客に対するファイナンス案件の

取組み、株式会社リサ・パートナーズとの協業による金融機関ネットワークの拡大や競争力のある新

たな事業モデルの構築、②資産ソリューション領域ではＰＣ―ＰＩＴをはじめとした各種ＩＣＴ資産

管理サービスの提案、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及び世界的な販売

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ＮＥＣ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。今後とも与信リスク管理を徹底した上で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23年３月期の通期連結業績予想は売上高は2,250億円、経常利益は70億円、当期純

利益は40億円を見込んでおります。 

  

② 営業貸付事業

③ その他の事業
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当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて128億72百万円減少し、7,412億52

百万円となりました。主な要因としては、営業貸付金が273億12百万円増加したものの、割賦債権が

56億55百万円、リース債権及びリース投資資産が213億60百万円、投資有価証券が33億36百万円、投

資その他の資産の繰延税金資産が43億99百万円減少したことによります。 

負債は、前連結会計年度末に比べて165億24百万円減少し、6,812億13百万円となりました。主な要

因としては、長期借入金が387億41百万円増加したものの、買掛金が97億75百万円、短期借入金が321

億55百万円、１年内返済予定の長期借入金が69億69百万円減少したことによります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて36億51百万円増加し、600億39百万円となりました。主な要

因としては、当連結会計年度における31億22百万円の当期純利益による増加及び剰余金の配当による

減少額９億47百万円によるものです。 

  

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４億70百万円減少し、

245億32百万円となりました。  

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度における営業活動の結果により得られた資金は16億88百万円（前連結会計年度は

513億93百万円の収入）となりました。これは主に営業貸付金の増加額△279億82百万円があったも

のの、割賦債権の減少額56億55百万円、リース債権及びリース投資資産の減少額213億60百万円な

らびに売上債権の減少額14億40百万円があったことによります。  

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度における投資活動の結果により得られた資金は52億７百万円（前連結会計年度は

△223億12百万円の支出）となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出△54億87百万

円があったものの、有価証券の償還による収入61億55百万円及び投資有価証券の売却による収入42

億９百万円があったことによります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度における財務活動によって使用した資金は△73億73百万円（前連結会計年度は△

139億85百万円の支出）となりました。これは主に長期借入による収入1,280億77百万円があったも

のの、短期借入金の純減額△321億69百万円、長期借入金の返済による支出△961億22百万円及び債

権流動化の償還による支出△82億10百万円があったことによります。  

  

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

② キャッシュ・フローの状況
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 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。  

 当期末の配当につきましては、１株当たり22円00銭の配当を実施させていただく予定です。 

  また、次期の配当は中間、期末ともに１株当たり22円00銭を予定しております。 

  

最近の有価証券報告書(平成21年６月29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。  

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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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ＮＥＣ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・企業融資などのフ

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ＮＥＣ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。  

  

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。  

  

金銭の貸付のほか、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。 

  

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。  

  

2. 企業集団の状況

(1) 賃貸事業

(2) 営業貸付事業

(3) その他の事業
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事業系統図については、次のとおりであります。  
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当社は昨年６月、経営理念を、「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。」から、「私たちは『Ｃapital Ｓolution』を通してより豊かな社会の実現に貢献します。」

へ改訂いたしました。 

 これはリース事業にとどまることのない幅広いソリューションの提供をもって、お客様に一層お役に

立てるようになろうという当社の方向性をより明確に表現したものであります。 

  

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、この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「Capital 

Solution」をもう一つのコアコンピタンスとして育成します。この「Capital Solution」を提供するこ

とにより、ＮＥＣグループが目指す「人間性を十分に発揮する豊かな社会」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。 

  

第３次中期計画で定めた３つのソリューション領域はそのままとしつつ、事業体制としては事業戦

略本部を新設し、金融ソリューションユニットと資産ソリューションユニットをフロント業務とミド

ル業務に統合再編、当社独自のソリューション営業を加速していきます。 

・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、様々な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。  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 中長期的な会社の経営戦略

① ３つの中核事業と事業ポートフォリオ戦略

(a) 金融ソリューション領域
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・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、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。  

・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である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  

リブートテクノロジーサービス株式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。  

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。  

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。 

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。  

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。  

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。  

  

(b) 資産ソリューション領域

(c) ベンダーソリューション領域

② 経営機能強化戦略

(a) 連結経営強化策

(b) ＢＰＲ(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)推進策

(c) ＥＲＭ(エンタープライズ・リスク・マネジメント)強化策

(d) 人材マネジメント策
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金融商品取引法で義務付けられた財務報告に係る内部統制の構築に合わせて体制を整備した各業

務プロセスのＰＤＣＡを循環させるため、更なる統制の強化を行っております。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。 

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、リブー

トテクノロジーサービス株式会社を通じ、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。 

  

平成19年６月以降、34ヶ月連続で前年割れを続けているリース取扱高にも現れている通り、リース業

界を取り巻く事業環境は厳しく、いまだ改善の兆しは見えておりません。これは単に長引く不況の影響

というばかりではなく、リース会計や税制変更に伴って従来のリースメリットが縮小したことや、過

去、資金調達手段が間接金融市場に限定されていた中で経済成長を続けていたわが国で、設備投資取得

の有効な手段の一つとしてリースが担っていた社会的役割そのものが希薄化しつつあるという、不可逆

の事業構造変化に起因していると考えられます。またメーカー系リース会社として当社がこれまで担っ

てきた販売金融としての役割も、ＮＥＣのサービス化への流れの中で変容しつつあると認識しておりま

す。 

このような事業環境の変化を踏まえ、当社は「リースの、そのつぎへ」をキャッチフレーズに事 

業ポートフォリオの多様化を進め、リースに留まらない様々な収益基盤を確保することが必要であると

の認識のもと、下記の施策を実施しております。 

  ① リース以外の収益基盤の多様化 

    従来のリース領域をベンダーソリューションと位置づけ、メーカー系リース会社の特性を活か 

    しつつ、それ以外に金融ソリューション、資産ソリューションを注力分野として、新たな収益 

    基盤の多様化を目指しております。 

  ② ＮＥＣのサービス化への対応 

    クラウドをはじめとした世界的なサービス化の潮流の中で、ＮＥＣとの新たな関係構築を図る 

    べく、従来以上に緊密な営業フロントの交流を推進しております。 

  ③ 次期基幹システムの構築 

    リースに留まらない様々なサービスメニューに効率的に対応できるよう、当社基幹システムを 

    抜本的に見直し、新たな基幹システムの構築を行っております。 

  ④ 全社的リスクマネジメントの強化 

    今後想定される多様なポートフォリオについてのリスク管理を行い、リスクの最小化を図るべ 

    く、経営企画部内に設置した「リスクマネジメント室」において、バランスシートリスクに関 

    するモニタリング体制の強化に取り組んでおります。 

  ⑤ リソースプランニングの再構築 

    事業ポートフォリオ戦略と連動するリソース配分の適正化や人事制度の見直しを含めたＢＰＲ 

③ ガバナンス・CSR強化戦略

(a) ガバナンス強化策

(b) ＣＳＲ強化策

(3) 会社の対処すべき課題
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    の推進を図っております。 

  

① 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40億円で取得しました。また、平成22年３月３日

付で同社が発行した第三者割当による2013年満期コールオプション条項付無担保転換社債型新株予約権

付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）90億円のうち、20億円を引き受けました。 

  

② 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しております。 

(4) その他、会社の経営上重要な事項
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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 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 24,376 24,398 

受取手形 ※1  3 － 

割賦債権 ※1  33,451 ※1  27,796 

リース債権及びリース投資資産 ※1, ※5, ※6  507,786 ※1, ※5, ※6  486,426 

営業貸付金 ※1  113,838 ※1, ※3  141,151 

賃貸料等未収入金 23,704 21,506 

有価証券 6,762 3,813 

前払費用 452 284 

未収還付法人税等 66 133 

繰延税金資産 1,585 2,696 

その他 3,463 ※9  4,552 

貸倒引当金 △6,763 △9,593 

流動資産合計 708,730 703,167 

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産   

賃貸資産 ※2  8,490 ※2  8,263 

賃貸資産処分損引当金 － △274 

賃貸資産合計 8,490 7,989 

社用資産   

建物（純額） 207 181 

器具備品（純額） 264 222 

社用資産合計 ※2  472 ※2  404 

有形固定資産合計 8,962 8,393 

無形固定資産   

賃貸資産   

賃貸資産 14 277 

賃貸資産合計 14 277 

その他の無形固定資産   

ソフトウエア 3,144 3,551 

その他 20 20 

その他の無形固定資産合計 3,165 3,572 

無形固定資産合計 3,179 3,849 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※7  23,500 ※7  20,163 

破産更生債権等 3,919 6,764 

長期前払費用 1,396 464 

繰延税金資産 7,042 2,643 

その他 1,312 1,576 

貸倒引当金 △3,919 △5,770 

投資その他の資産合計 33,252 25,841 

固定資産合計 45,395 38,085 

資産合計 754,125 741,252 
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,028 946 

買掛金 20,704 10,929 

短期借入金 ※3  43,792 11,636 

1年内返済予定の長期借入金 90,304 83,334 

コマーシャル・ペーパー 168,000 170,000 

債権流動化に伴う支払債務 ※5  8,210 ※5  5,330 

未払金 2,490 2,371 

未払費用 6,365 6,510 

未払法人税等 32 34 

賃貸料等前受金 6,237 5,256 

預り金 4,998 4,800 

前受収益 347 320 

その他 662 706 

流動負債合計 353,174 302,178 

固定負債   

社債 10,000 10,000 

長期借入金 ※6  320,446 ※6  359,187 

債権流動化に伴う長期支払債務 ※5  6,790 ※5  1,460 

退職給付引当金 1,099 1,491 

その他 6,227 6,895 

固定負債合計 344,563 379,034 

負債合計 697,737 681,213 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,776 3,776 

資本剰余金 4,648 4,648 

利益剰余金 48,007 50,182 

自己株式 △0 △0 

株主資本合計 56,431 58,606 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 144 1,414 

繰延ヘッジ損益 △188 20 

為替換算調整勘定 △0 △1 

評価・換算差額等合計 △43 1,433 

純資産合計 56,387 60,039 

負債純資産合計 754,125 741,252 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高 260,995 237,378 

売上原価 240,722 210,119 

売上総利益 20,272 27,258 

販売費及び一般管理費 ※  16,657 ※  19,579 

営業利益 3,615 7,679 

営業外収益   

受取利息 0 11 

受取配当金 35 92 

有価証券売却益 － 72 

持分法による投資利益 － 28 

投資事業組合関連益 2 2 

その他 17 64 

営業外収益合計 54 272 

営業外費用   

支払利息 104 106 

持分法による投資損失 85 － 

為替差損 58 14 

固定資産除却損 － 40 

投資事業組合関連費 23 134 

その他 37 8 

営業外費用合計 309 305 

経常利益 3,360 7,646 

特別損失   

投資有価証券評価損 9,532 2,272 

特別損失合計 9,532 2,272 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△6,172 5,373 

法人税、住民税及び事業税 1,627 460 

法人税等還付税額 － △491 

法人税等調整額 △3,993 2,282 

法人税等合計 △2,366 2,251 

当期純利益又は当期純損失（△） △3,806 3,122 
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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 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 52,760 48,007 

当期変動額   

剰余金の配当 △947 △947 

当期純利益又は当期純損失（△） △3,806 3,122 

当期変動額合計 △4,753 2,175 

当期末残高 48,007 50,182 

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 61,185 56,431 

当期変動額   

剰余金の配当 △947 △947 

当期純利益又は当期純損失（△） △3,806 3,122 

自己株式の取得 △0 － 

当期変動額合計 △4,753 2,175 

当期末残高 56,431 58,606 
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 620 144 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △476 1,269 

当期変動額合計 △476 1,269 

当期末残高 144 1,414 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 206 △188 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △394 208 

当期変動額合計 △394 208 

当期末残高 △188 20 

為替換算調整勘定   

前期末残高 － △0 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 △1 

当期変動額合計 △0 △1 

当期末残高 △0 △1 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 827 △43 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △870 1,476 

当期変動額合計 △870 1,476 

当期末残高 △43 1,433 

純資産合計   

前期末残高 62,012 56,387 

当期変動額   

剰余金の配当 △947 △947 

当期純利益又は当期純損失（△） △3,806 3,122 

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） △870 1,476 

当期変動額合計 △5,624 3,651 

当期末残高 56,387 60,039 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△6,172 5,373 

減価償却費 2,735 3,433 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,933 4,680 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 310 391 

賃貸資産処分損益（△は益） △617 △1,193 

有価証券売却損益（△は益） － △72 

投資有価証券売却損益（△は益） － 448 

投資有価証券評価損益（△は益） 9,532 2,272 

受取利息及び受取配当金 △35 △103 

資金原価及び支払利息 8,022 6,025 

為替差損益（△は益） △701 △176 

デリバティブ評価損益（△は益） 2,998 △1,882 

持分法による投資損益（△は益） 85 △28 

賃貸資産の取得による支出 △6,964 △2,553 

賃貸資産の売却による収入 744 2,381 

割賦債権の増減額（△は増加） △1,993 5,655 

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増
加）

60,725 21,360 

営業貸付金の増減額（△は増加） △6,030 △27,982 

売上債権の増減額（△は増加） 364 1,440 

仕入債務の増減額（△は減少） △7,147 △9,871 

未払消費税等の増減額（△は減少） 819 196 

その他 1,023 △2,026 

小計 61,632 7,766 

利息及び配当金の受取額 649 102 

利息の支払額 △7,846 △6,214 

法人税等の支払額 △3,042 △529 

法人税等の還付額 － 563 

営業活動によるキャッシュ・フロー 51,393 1,688 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入 － 222 

有価証券の償還による収入 － 6,155 

社用資産の取得による支出 △858 △1,642 

投資有価証券の取得による支出 △23,354 △5,487 

投資有価証券の売却による収入 － 4,209 

投資有価証券の償還による収入 2,104 1,704 

その他 △204 46 

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,312 5,207 
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

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（△は減少） 43,289 △32,169 

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） △62,000 2,000 

長期借入れによる収入 180,389 128,077 

長期借入金の返済による支出 △165,716 △96,122 

債権流動化による収入 15,000 － 

債権流動化の返済による支出 － △8,210 

社債の償還による支出 △24,000 － 

自己株式の取得による支出 △0 － 

配当金の支払額 △947 △947 

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,985 △7,373 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,294 6 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 11,801 △470 

現金及び現金同等物の期首残高 13,201 25,003 

現金及び現金同等物の期末残高 ※  25,003 ※  24,532 
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該当事項はありません。 

  

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 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。

(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

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数  

          １社

(2)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。

(1) 持分法を適用した関連会社数 

                    １社 

(2) 会社等の名称 

    リブートテクノロジーサービス株 

    式会社

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)

① 有価証券

ａ 満期保有目的の債券

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、満期保 

 有目的の債券の一部を償還期限前に 

 売却したため、「金融商品会計に関 

 する実務指針」（日本公認会計士協 

 会会計制度委員会報告第14号）第83 

 項により、残り全ての満期保有目的 

 の債券４百万円について保有目的区 

 分をその他有価証券に変更しており 

 ます。 

  なお、この変更による影響は軽微 

 であります。

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。 

 

 ｂ その他有価証券

   時価のあるもの

同左

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

――――――― （会計方針の変更） 

  当連結会計年度より、「金融商品 
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 に関する会計基準」（企業会計基準 

 第10号 平成20年３月10日）及び 

 「金融商品の時価等の開示に関する 

 適用指針」（企業会計基準適用指針 

 第19号 平成20年３月10日）を適用 

 しております。

  これにより、有価証券は105百万 

 円、投資有価証券は1,393百万円、 

 流動負債の繰延税金負債は42百万 

 円、固定負債の繰延税金負債は564 

 百万円、その他有価証券評価差額金 

 は891百万円増加しております。

(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

――――――― (追加情報)

 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ない株 

 式等)2,272百万円の減損処理を行っ 

 ております。

② デリバティブ

時価法

② デリバティブ

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(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。

① 有形固定資産

 ａ 賃貸資産

   リース資産

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

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。

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

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。

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。

社債発行費

同左

(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        ――――――― ② 賃貸資産処分損引当金 

  リース契約の解約等により、賃貸 

 資産の処分損失の発生が見込まれる 

 ものについては、必要と認められる 

 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

（会計方針の変更）

  当連結会計年度より、「「退職給 

 付に係る会計基準」の一部改正（そ 

 の３）」（企業会計基準第19号 平 

 成20年７月31日）を適用しておりま 

 す。 
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  なお、これによる営業利益、経常 

 利益及び税金等調整前当期純利益に 

 与える影響はありません。

(5) 重要な外貨建の資産及び

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。

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(6) 重要な収益及び費用の計

上基準

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。

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

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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(8) 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

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】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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。

―――――――
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(連結貸借対照表)

１.リース取引に関する会計基準等の適用により、前連 

 結会計年度において「リース資産（純額）」及び  

 「リース資産」と表示しておりましたが、当連結会 

 計年度においては「賃貸資産」に変更して表示して 

 おります。

２.連結財務諸表規則の改正により、前連結会計年度に 

 おいて「破産債権、更生債権その他これらに準ずる 

 債権」に該当するものとして表示していた「固定化 

 営業債権」を、当連結会計年度においては「破産更 

 生債権等」に変更して表示しております。

(連結キャッシュ・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21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

 

※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 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
 

※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 1,257百万円

割賦販売契約に基づく預り手形 2,269百万円

金銭消費貸借契約に基づく預り手形 9,038百万円

計 12,566百万円

 

※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。

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
 

※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 46,102百万円

社用資産の減価償却累計額 2,699百万円

 

 

※３ 貸出コミットメント 

  (１)借手側

      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

  (２)貸手側

当座貸越限度額及び貸出 
コミットメントの総額

7,302百万円

貸出実行残高 4,218百万円

  差引額 3,083百万円

 

 

※３ 貸出コミットメント 

 (１)借手側

   当社は、運転資金の効率的な調達を行うため60 

  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

238,900百万円

借入実行残高 ― 百万円

  差引額 238,900百万円

 (２)貸手側

当座貸越限度額及び貸出 
コミットメントの総額

8,660百万円

貸出実行残高 6,380百万円

  差引額 2,279百万円

４ 偶発債務 

    従業員住宅ローンに対する 

  債務保証残高                  32百万円

 ４ 偶発債務 

   従業員住宅ローンに対する 

   債務保証残高                 30百万円 

   保証業務に係る債務保証残高       98百万円 

  

   なお、保証業務に係る債務保証残高98百万円に 

  ついては、イー・ギャランティー株式会社が当該 

  金額の100％を再保証しております。 

※５ 債権流動化に伴う支払債務は、「特定債権等に 

  係る事業の規制に関する法律」に基づく資金調達 

  であります。なお、この法律に基づき譲渡したリ 

  ース契約債権残高は、次のとおりであります。 

   リース契約債権残高          19,836百万円 

※５ 債権流動化に伴う支払債務は、「特定債権等に 

  係る事業の規制に関する法律」に基づく資金調達 

  であります。なお、この法律に基づき譲渡したリ 

  ース契約債権残高は、次のとおりであります。 

   リース契約債権残高         10,607百万円 
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前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

※６ セール・アンド・リースバック取引 

   当社は賃貸資産の一部でセール・アンド・リー 

  スバック取引を実施しており、実質的に金銭の貸 

  借であり金融取引として会計処理を行っているも 

  のの内容は次のとおりです。 

   セール・アンド・リースバック取引の対象とし 

   ている資産の残高 

    流動資産 

    「リース債権及びリース投資資産」 

                 23,665百万円 

      セール・アンド・リースバック取引により調達 

   した資金の残高 

    固定負債 

    「長期借入金」        831百万円 

※６ セール・アンド・リースバック取引 

   当社は賃貸資産の一部でセール・アンド・リー 

  スバック取引を実施しており、実質的に金銭の貸 

  借であり金融取引として会計処理を行っているも 

  のの内容は次のとおりです。 

   セール・アンド・リースバック取引の対象とし 

   ている資産の残高 

    流動資産 

    「リース債権及びリース投資資産」 

                 16,937百万円 

      セール・アンド・リースバック取引により調達 

   した資金の残高 

    固定負債 

    「長期借入金」        605百万円

※７ 債権の流動化に伴い当連結会計年度末において 

  「リース債権及びリース投資資産」46,002百万円 

  がオフバランスとなっております。 

   また、債権の流動化に伴い保有している信託受 

  益権は、当連結会計年度において「投資有価証 

  券」に5,662百万円含めて表示しております。

※７ 債権の流動化に伴い当連結会計年度末において 

  「リース債権及びリース投資資産」28,722百万円 

  がオフバランスとなっております。 

   また、債権の流動化に伴い保有している信託受 

  益権は、当連結会計年度において「投資有価証 

  券」に5,001百万円含めて表示しております。

―――――――  ８ 貸付債権等譲渡予約契約 

    当社は、当社と当社グループ外の法人１社 

    （以下「当該法人」という）との間で、当該法人 

    の保有する貸付債権（以下「譲渡対象債権」とい 

  う）を当社が譲り受ける内容の貸付債権等譲渡予 

    譲渡予約契約を締結しております。本契約によ 

  り、当該法人が譲渡対象債権の売買に係る予約完 

    結権を行使した場合には、当社が譲渡対象債権を 

  取得する義務を負い、当社は本件予約完結権付与 

  の対価として手数料収入を得ます。 

   当連結会計年度末の当該譲渡予約相当額は3,985 

    百万円であります。

――――――― ※９ 流動資産のその他に含まれる販売用不動産は27 

  百万円であります。
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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。

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
 

※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88％であり、一般管理費に属する費用の

おおよその割合は12％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 4,160百万円

減価償却費 1,321百万円

業務委託費 1,891百万円

貸倒引当金繰入額 8,435百万円
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(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

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

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
(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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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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21年４月28日
取締役会

普通株式 473 22 平成21年３月31日 平成21年６月８日

平成21年10月27日
取締役会

普通株式 473 22 平成21年９月30日 平成21年12月10日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

    次のとおり決議を予定しております。

(決議予定)
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22年５月18日
取締役会

普通株式 473 利益剰余金 22 平成22年３月31日 平成22年６月１日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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

(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) 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。

 

※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 24,398

その他勘定(流動資産) 133

現金及び現金同等物 24,532

(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。

33



前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
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 

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。  

  

(セグメント情報)

ａ．事業の種類別セグメント情報

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
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

  

 
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 

      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。 

  

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

年４月１日 至 平成22年３月31日） 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合

計額に占める割合がいずれも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。 

  

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

年４月１日 至 平成22年３月31日） 

海外売上高は、いずれも連結売上高の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。 

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

217,390 3,843 16,145 237,378 ― 237,378

計 217,390 3,843 16,145 237,378 ― 237,378

営業費用 211,966 3,580 12,761 228,309 1,390 229,699

営業利益 5,423 262 3,383 9,069 △1,390 7,679

Ⅱ 資産、減価償却費
及び資本的支出

資産 509,596 177,694 13,804 701,095 40,157 741,252

減価償却費 3,004 201 132 3,338 94 3,433

資本的支出 3,375 259 170 3,804 121 3,926

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、前連結会計年度は１株当たり当期純損失であり、また 

潜在株式が存在しないため、当連結会計年度は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株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 
  

  

 
  

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。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

１株当たり純資産額 2,618.67円

１株当たり当期純損失(△) △176.75円
 

１株当たり純資産額 2,788.25円

１株当たり当期純利益 145.01円

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△)

当期純利益又は当期純損失(百万円) △3,806 3,122

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)

△3,806 3,122

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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

――――――― ―――――――

(開示の省略)
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 24,306 24,357 

受取手形 ※1  3 － 

割賦債権 ※1  33,451 ※1  27,796 

リース債権 ※1  16,069 ※1  22,908 

リース投資資産 ※1, ※6, ※7  491,717 ※1, ※6, ※7  463,518 

営業貸付金 ※1  113,838 ※1, ※4  141,151 

賃貸料等未収入金 23,703 21,360 

有価証券 6,762 3,813 

前払費用 452 284 

未収還付法人税等 66 133 

繰延税金資産 1,585 2,696 

その他 3,566 ※10  4,555 

貸倒引当金 △6,763 △9,521 

流動資産合計 708,761 703,054 

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産   

賃貸資産 ※3  4,404 ※3  4,563 

賃貸資産処分損引当金 － △274 

賃貸資産合計 4,404 4,289 

社用資産   

建物（純額） 207 181 

器具備品（純額） 264 222 

社用資産合計 ※3  472 ※3  404 

有形固定資産合計 4,876 4,693 

無形固定資産   

賃貸資産   

賃貸資産 14 277 

賃貸資産合計 14 277 

その他の無形固定資産   

ソフトウエア 3,144 3,551 

その他 20 20 

その他の無形固定資産合計 3,165 3,572 

無形固定資産合計 3,179 3,849 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※8  23,500 ※8  20,163 

関係会社株式 110 110 

関係会社長期貸付金 3,805 3,583 

破産更生債権等 3,919 6,764 

長期前払費用 1,396 464 

繰延税金資産 7,042 2,642 

その他 1,297 1,532 

貸倒引当金 △3,919 △5,770 

投資その他の資産合計 37,154 29,491 

固定資産合計 45,210 38,034 

資産合計 753,971 741,089 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,028 946 

買掛金 ※2  20,703 10,928 

短期借入金 ※4  43,792 11,636 

1年内返済予定の長期借入金 90,304 83,334 

コマーシャル・ペーパー 168,000 170,000 

債権流動化に伴う支払債務 8,210 ※6  5,330 

未払金 2,490 2,371 

未払費用 6,364 6,505 

未払法人税等 31 33 

賃貸料等前受金 6,237 5,256 

預り金 4,998 4,800 

前受収益 347 320 

その他 662 706 

流動負債合計 353,170 302,170 

固定負債   

社債 10,000 10,000 

長期借入金 ※7  320,446 ※7  359,187 

債権流動化に伴う長期支払債務 6,790 ※6  1,460 

退職給付引当金 1,099 1,491 

その他 6,020 6,685 

固定負債合計 344,357 378,825 

負債合計 697,527 680,995 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

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 51,190 46,190 

繰越利益剰余金 △3,198 3,972 

利益剰余金合計 48,062 50,234 

自己株式 △0 △0 

株主資本合計 56,487 58,658 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 144 1,414 

繰延ヘッジ損益 △188 20 

評価・換算差額等合計 △43 1,434 

純資産合計 56,443 60,093 

負債純資産合計 753,971 741,089 
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高   

賃貸料収入 ※2  240,720 ※2  216,982 

営業貸付収益 3,386 3,843 

その他の売上高 ※3  16,519 ※3  16,041 

売上高合計 260,627 236,867 

売上原価   

賃貸原価 ※4  218,867 ※4  193,320 

営業貸付原価 1 1 

資金原価 ※5  7,768 ※5  5,755 

その他の事業売上原価 ※6  13,774 ※6  10,612 

売上原価合計 240,411 209,690 

売上総利益 20,215 27,177 

販売費及び一般管理費 ※7  16,633 ※7  19,484 

営業利益 3,582 7,692 

営業外収益   

受取利息 154 ※8  180 

受取配当金 35 92 

有価証券売却益 － 72 

還付加算金 2 － 

投資事業組合関連益 2 2 

その他 15 64 

営業外収益合計 209 412 

営業外費用   

支払利息 254 270 

為替差損 60 9 

投資事業組合関連費 23 134 

固定資産除却損 － 40 

その他 37 8 

営業外費用合計 376 463 

経常利益 3,415 7,641 

特別損失   

投資有価証券評価損 9,532 2,272 

特別損失合計 9,532 2,272 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △6,117 5,368 

法人税、住民税及び事業税 1,627 458 

法人税等還付税額 － △491 

法人税等調整額 △3,994 2,283 

法人税等合計 △2,367 2,249 

当期純利益又は当期純損失（△） △3,750 3,119 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22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   

資本準備金   

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   

利益準備金   

前期末残高 71 71 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 71 71 

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 48,190 51,190 

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △5,000 

別途積立金の積立 3,000 － 

当期変動額合計 3,000 △5,000 

当期末残高 51,190 46,190 

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,499 △3,198 

当期変動額   

別途積立金の取崩 － 5,000 

別途積立金の積立 △3,000 － 

剰余金の配当 △947 △947 

当期純利益又は当期純損失（△） △3,750 3,119 

当期変動額合計 △7,698 7,171 

当期末残高 △3,198 3,972 

利益剰余金合計   

前期末残高 52,761 48,062 

当期変動額   

別途積立金の取崩 － － 

別途積立金の積立 － － 

剰余金の配当 △947 △947 

当期純利益又は当期純損失（△） △3,750 3,119 

当期変動額合計 △4,698 2,171 

当期末残高 48,062 50,234 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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 61,185 56,487 

当期変動額   

剰余金の配当 △947 △947 

当期純利益又は当期純損失（△） △3,750 3,119 

自己株式の取得 △0 － 

当期変動額合計 △4,698 2,171 

当期末残高 56,487 58,658 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 620 144 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △476 1,269 

当期変動額合計 △476 1,269 

当期末残高 144 1,414 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 206 △188 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △394 208 

当期変動額合計 △394 208 

当期末残高 △188 20 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 827 △43 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △870 1,478 

当期変動額合計 △870 1,478 

当期末残高 △43 1,434 

純資産合計   

前期末残高 62,012 56,443 

当期変動額   

剰余金の配当 △947 △947 

当期純利益又は当期純損失（△） △3,750 3,119 

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） △870 1,478 

当期変動額合計 △5,568 3,649 

当期末残高 56,443 60,093 
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当該事項はありません。 

  

  

  

(4)【継続企業の前提に関する注記】

(5)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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
（追加情報）
 債券の保有目的の変更

  当事業年度において、満期保有目 

 的の債券の一部を償還期限前に売却 

 したため、「金融商品会計に関する 

 実務指針」（日本公認会計士協会会 

 計制度委員会報告第14号）第83項に 

 より、残り全ての満期保有目的の債 

 券４百万円について保有目的区分を 

 その他有価証券に変更しておりま 

 す。 

  なお、この変更による影響は軽微 

 であります。

(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)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

――――――― （会計方針の変更） 

  当事業年度より、「金融商品に関 

 する会計基準」（企業会計基準第10 

 号 平成20年３月10日）及び「金融 

 商品の時価等の開示に関する適用指 

 針」（企業会計基準適用指針第19号 

 平成20年３月10日）を適用しており 

 ます。

  これにより、有価証券は105百万 

 円、投資有価証券は1,393百万円、 

 流動負債の繰延税金負債は42百万 

 円、固定負債の繰延税金負債は564 

 百万円、その他有価証券評価差額金 

 は891百万円増加しております。
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項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(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

――――――― (追加情報)

   当事業年度において、有価証券 

  (その他有価証券で時価のない株式 

 等)2,272百万円の減損処理を行って 

 おります。

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

額を残存価額とする定額法

(1) 有形固定資産

  ａ 賃貸資産

      リース資産

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

(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

(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

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。

  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 

社債発行費

同左
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 して計上しております。
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項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

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）   ――――――― (2)賃貸資産処分損引当金 

  リース契約の解約等により、賃貸 

 資産の処分損失の発生が見込まれる 

 ものについては、必要と認められる 

 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

（会計方針の変更）

  当事業年度より、「「退職給付に 

 係る会計基準」の一部改正（その 

 ３）」（企業会計基準第19号 平成 

 20年７月31日）を適用しておりま 

 す。 

  なお、これによる営業利益、経常 

 利益及び税金等調整前当期純利益に 

 与える影響はありません。

６．収益及び費用の計上基準 (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。

(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

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
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項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(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．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

８．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】

 会計方針の変更

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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、税引前当期純

損失は同額減少しております。

―――――――
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【表示方法の変更】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（貸借対照表）

１.リース取引に関する会計基準の適用により、前事業  

 年度において「リース資産（純額）」及び「リース 

 資産」と表示しておりましたが、当事業年度におい 

 ては「賃貸資産」に変更して表示しております。

２.財務諸表規則の改正により、前事業年度において

「破産更生、更生債権その他これらに準ずる債権」 

 に該当するものとして表示していた「固定化営業債  

 権」を、当事業年度においては「破産更生債権等」 

 に変更して表示しております。

―――――――

(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21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

 

※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 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
 

※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 1,257百万円

割賦販売契約に基づく預り手形 2,269百万円

金銭消費貸借契約に基づく預り手形 9,038百万円

計 12,566百万円

 

※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。

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。

賃貸資産の減価償却累計額 67,942百万円

社用資産の減価償却累計額 2,582百万円
 

※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。

賃貸資産の減価償却累計額 45,789百万円

社用資産の減価償却累計額 2,699百万円

※４ 貸出コミットメント 

  (１)借手側

      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    216,300百万円 

   コミットメントの総額

      借入実行残高           34,000百万円

      差引額             182,300百万円

  (２)貸手側

      当座貸越限度額及び貸出      7,302百万円 

    コミットメントの総額

      貸出実行残高              4,218百万円

      差引額              3,083百万円

※４ 貸出コミットメント 

(１)借手側

    当社は、運転資金の効率的な調達を行うため60 

 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    238,900百万円 

  コミットメントの総額

    借入実行残高             ―百万円

    差引額             238,900百万円

(２)貸手側

    当座貸越限度額及び貸出      8,660百万円 

  コミットメントの総額

    貸出実行残高              6,380百万円

    差引額              2,279百万円
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前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

  ５ 偶発債務 

   従業員住宅ローンに対する 

   債務保証残高            32百万円

５ 偶発債務 

  従業員住宅ローンに対する 

  債務保証残高            30百万円 

    保証業務に係る債務保証残高     98百万円 

  

   なお、保証業務に係る債務保証残高98百万円に 

  ついては、イー・ギャランティー株式会社が当該  

  金額の100％を再保証しております。 

※６ 債権流動化に伴う支払債務は、「特定債権等に 

  係る事業の規制に関する法律」に基づく資金調達 

  であります。なお、この法律に基づき譲渡したリ 

  ース契約債権残高は、次のとおりであります。 

   リース契約債権残高         19,836百万円

※６ 債権流動化に伴う支払債務は、「特定債権等に 

  係る事業の規制に関する法律」に基づく資金調達 

  であります。なお、この法律に基づき譲渡したリ 

  ース契約債権残高は、次のとおりであります。 

   リース契約債権残高       10,607百万円

※７ セール・アンド・リースバック取引 

   当社は賃貸資産の一部でセール・アンド・リー 

  スバック取引を実施しており、実質的に金銭の貸 

  借であり金融取引として会計処理を行っているも 

  のの内容は次のとおりです。 

   セール・アンド・リースバック取引の対象とし 

   ている資産の残高 

    流動資産 

    「リース投資資産」        23,665百万円 

      セール・アンド・リースバック取引により調達 

   した資金の残高 

    固定負債 

    「長期借入金」           831百万円

※７ セール・アンド・リースバック取引 

   当社は賃貸資産の一部でセール・アンド・リー 

  スバック取引を実施しており、実質的に金銭の貸 

  借であり金融取引として会計処理を行っているも 

  のの内容は次のとおりです。 

   セール・アンド・リースバック取引の対象とし 

   ている資産の残高 

    流動資産 

    「リース投資資産」      16,937百万円 

      セール・アンド・リースバック取引により調達 

   した資金の残高 

    固定負債 

    「長期借入金」          605百万円

※８ 債権の流動化に伴い当事業年度末において 

  「リース投資資産」46,002百万円がオフバランス 

  となっております。 

    また、債権の流動化に伴い保有している信託受 

    益権は、当事業年度末において「投資有価証券」 

  に5,662百万円含めて表示しております。

※８ 債権の流動化に伴い当事業年度末において 

  「リース投資資産」28,722百万円がオフバランス 

  となっております。 

   また、債権の流動化に伴い保有している信託受 

    益権は、当事業年度末において「投資有価証券」 

  に5,001百万円含めて表示しております。

―――――――   ９ 貸付債権等譲渡予約契約 

    当社は、当社と当社グループ外の法人１社 

    （以下「当該法人」という）との間で、当該法人 

    の保有する貸付債権（以下「譲渡対象債権」とい 

    う）を当社が譲り受ける内容の貸付債権等譲渡予 

    約契約を締結しております。本契約により、当該 

  法人が譲渡対象債権の売買に係る予約完結権を行 

  使した場合には、当社が譲渡対象債権を取得する  

  義務を負い、当社は本件予約完結権付与の対価と 

  して手数料収入を得ます。 

   当事業年度末の当該譲渡予約相当額は3,985百   

  万円であります。

※10  流動資産のその他に含まれる販売用不動産は27 

  百万円であります。  
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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。

賃貸資産購入高 68,910百万円
 

 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 57,934百万円

 

※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 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
 

※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 205,443百万円

その他の賃貸料収入 11,539百万円

  計 216,982百万円

※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。

リース売上原価 207,621百万円

減価償却費 (注) 1,285百万円

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。

 

※４ 賃貸原価の内訳は次のとおりであります。

リース売上原価 182,863百万円

減価償却費 (注) 1,941百万円

固定資産税 2,980百万円

保険料 354百万円

その他 5,181百万円

  計 193,320百万円

  (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。

 

※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 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
 

※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 5,812百万円

受取利息 △57百万円

仕入割引 △0百万円

  計 5,755百万円

※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 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

※８ 関係会社に対する受取利息154百万円が含まれて 

  おります。

 

※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88％であり、一般管理費に 

  属する費用のおおよその割合は12％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 4,160百万円

減価償却費 1,321百万円

業務委託費 1,890百万円

貸倒引当金繰入額 8,363百万円

※８ 関係会社に対する受取利息176百万円が含まれて 

  おります。

51



 

  

 
  

 

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(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

当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

 

１ 自己株式に関する事項

株式の種類
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 0 ― ― 0
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(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、前事業年度は１株当たり当期純損失であり、また 

潜在株式が存在しないため、当事業年度は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株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 
  

開示内容が定まった時点で開示いたします。 

  

  

 
(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。 

  

  

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

１株当たり純資産額 2,621.26円

１株当たり当期純損失(△) △174.19円
 

１株当たり純資産額 2,790.76円

１株当たり当期純利益 144.85円

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△)

当期純利益又は 
当期純損失(△)(百万円)

△3,750 3,119

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)

△3,750 3,119

期中平均株式数(千株) 21,533 21,533

6. その他

(1) 役員の異動

(2) 契約実行高

事業区分

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

増 減

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 209,670 179,853 △29,816 △14.2

営業貸付事業 311,272 253,810 △57,461 △18.5

その他の事業 2,171 3,852 1,680 77.4

合  計 523,114 437,516 △85,597 △16.4

(3) 営業資産残高

事業区分

前連結会計年度
平成21年３月31日末

当連結会計年度
平成22年３月31日末

増 減

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 515,376 77.8 492,742 73.5 △22,634 △4.4

営業貸付事業 147,290 22.2 177,223 26.5 29,933 20.3

合  計 662,667 100.0 669,965 100.0 7,298 1.1
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