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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） 

 

(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 ％

22年3月期 263,598 △11.8 11,257 66.6 12,123 79.3 7,019 109.6
21年3月期 298,707 △12.5 6,755 △41.5 6,761 △44.5 3,348 △57.1

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
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 193.91 ― 12.0 1.2 4.3
21年3月期 91.90 ― 6.0 0.6 2.3

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  476百万円 21年3月期  316百万円

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

22年3月期 1,017,099 63,342 6.1 1,709.86
21年3月期 1,076,150 55,994 5.1 1,509.00

（参考） 自己資本   22年3月期  61,894百万円 21年3月期  54,624百万円

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

22年3月期 53,368 △3,452 △60,089 16,748
21年3月期 63,279 △7,251 △44,639 26,919

2.  配当の状況 

平成22年3月期 期末配当24円00銭には、記念配当４円00銭が含まれております。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 ― 20.00 ― 20.00 40.00 1,454 43.5 2.6
22年3月期 ― 20.00 ― 24.00 44.00 1,592 22.7 2.7
23年3月期 

（予想） ― 22.00 ― 22.00 44.00 21.2

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

125,000 △6.9 6,500 14.1 7,000 12.1 4,000 5.5 110.50

通期 255,000 △3.3 12,000 6.6 13,000 7.2 7,500 6.8 207.19



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、19ページ「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 有価証券（会計方針の変更）」及び21ページ「４．
会計処理基準に関する事項 （3）重要な引当金の計上基準 退職給付引当金（会計方針の変更）（追加情報）」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数については、32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） 22年3月期 36,849,000株 21年3月期 36,849,000株
② 期末自己株式数 22年3月期  650,253株 21年3月期  650,218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） 

 

(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 ％

22年3月期 201,300 △14.9 7,679 200.3 10,037 125.7 5,880 187.8
21年3月期 236,648 △14.3 2,557 △69.6 4,447 △58.3 2,043 △74.5

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 162.46 ―
21年3月期 56.09 ―

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 896,826 55,055 6.1 1,520.93
21年3月期 943,633 49,223 5.2 1,359.82

（参考） 自己資本 22年3月期  55,055百万円 21年3月期  49,223百万円

※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） 
上記の業績予想につきましては、現時点における事業環境において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後の様々な要因
により予想値と異なる可能性があります。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

平成21年度は、諸外国が世界同時不況への対応として実施した景気刺激策の効果もあり、世界経済は緩やかな

がらも回復し、特にアジア地域の生産拡大が顕著でありました。 

我が国経済も、輸出が中国・アジア向けを中心に回復し、国内需要でも政府の対策により耐久財消費が伸びた

ことなどから、緩やかながら持ち直しました。企業部門においては、外需の寄与により在庫調整が進展し生産が

増加したことに加え、コスト削減や金融収支の改善努力などもあり、収益は好転の兆しをみせました。 

また、金融市場では、日本銀行が企業金融の円滑化支援策としてコマーシャルペーパー（CP）の買入れを実施

したことやデフレ状況のなかで新型オペを導入し金融緩和策を強めたことなどにより、企業の資金調達のベース

となる市場金利は大幅に低下しました。 

しかしながら、全般的に見て生産活動は回復したとはいえ金融危機発生前の水準には至らず、企業の設備投資

に対する慎重姿勢が続きました。この結果、リース需要も引き続き低迷し、リース業界においては、全体の取扱

高が前年度を下回る状況となりました。 

 

興銀リースグループの経営戦略は、顧客基盤の拡充と事業領域の拡大を軸に、リースをベースとした多面的金

融サービスの提供と専門金融分野の充実を図ることにより、「法人向けの特色ある金融サービス会社」として成

長することを基本方針に据えております。平成21年度も、引き続き与信管理を中心としたリスクマネジメントの

徹底や全社的なコスト見直しにより企業体質の強化を図りつつ、大企業を中心とした顧客基盤の深耕による収益

向上と将来のさらなる飛躍のための事業基盤拡大に注力いたしました。 

 

リース及び割賦の物融分野につきましては、設備投資やリース需要の低迷のなかでリースの契約実行高が前期

比14.3％減少の176,615百万円、割賦の契約実行高が前期比21.6％減少の39,541百万円となりましたが、当社グ

ループとしては基本方針に則り引き続き顧客基盤の拡充による優良資産の確保に注力してきております。就中、

取引先企業の財務体質改善、事業見直し、収益向上といったニーズを機敏に把握し、きめ細かな提案営業を展開

してまいりました。また、環境配慮型設備のファイナンスや環境関連企業とのビジネス連携の推進、医療分野で

の顧客開拓の積極化など、成長分野における営業活動の強化を進めました。 

金融分野では、債権買取などの企業金融について総合的な金融サービス向上のため取組強化を図ると同時に、

船舶と不動産を対象とした専門金融では、それぞれのマーケットの状況を踏まえ資産積み上げには厳選して対応

いたしました。この結果、契約実行高は前期比23.8％減少の108,696百万円となりましたが、資産残高は横ばい

となりました。 

海外におきましては、特に設立２年目となる中国（上海）の現地法人が旺盛な土木建築需要を背景として建設

機械リースが好調に推移するなど、アジア中心に堅実な取引拡大をみせております。 

 

以上の結果、平成22年３月期における連結業績は、次のとおりとなりました。 

まず、リース、割賦、貸付等合計の営業資産残高は前連結会計年度末（平成21年３月期）比52,486百万円減少

し898,443百万円となりました｡事業の種類別セグメントでは、リース債権及びリース投資資産、賃貸資産残高が

前連結会計年度末比7.3％減少の553,541百万円、割賦債権残高（割賦未実現利益控除後）は同10.7％減少して
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107,487百万円となりましたが、営業貸付金、その他の営業貸付債権及びその他の営業資産残高は同1.6％増加し

て237,414百万円となりました。 

グループ全体の損益状況につきましては、売上高こそ減収となりましたが、資金調達環境の好転を機動的に捉

えたコマーシャルペーパー（CP）の発行増などにより資金原価の削減を図った結果、売上総利益では前期比5.1％

増加の29,506百万円となりました。さらに、リスク管理を重視した業務運営の奏効と企業倒産の落ち着きから信

用コストが大幅に減少したことに加え経費の削減効果も相俟って、経常利益は前期比79.3％増加の12,123百万円、

当期純利益は前期比109.6％増加の7,019百万円と大幅に改善しました。 

純資産は、期間利益による増加や有価証券の含み益等の改善により63,342百万円となりました。 

 

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。（売上高は外部顧客に対する売上高を記載しており

ます。） 

事業の種類別セグメントの業績 

〔賃貸事業〕 

賃貸事業の売上高は前期（平成21年３月期）比11.5％減少して241,865百万円となり、営業利益は同13.3％増

加して13,038百万円となりました。 

〔割賦販売事業〕 

割賦販売事業の売上高は前期比14.0％減少して14,502百万円となり、営業利益は同32.3％増加して476百万円

となりました。 

〔貸付事業〕 

貸付事業の売上高は前期比7.9％減少して6,260百万円となり、営業利益は信用コストの減少等により前期比増

加し1,041百万円となりました。 

〔その他の事業〕 

その他の事業の売上高は前期比41.1％減少して970百万円となり、営業利益は信用コストの減少等により前期

比増加し250百万円となりました。 

 

次期の業績見通しは次のとおりであります。 

平成22年度につきましては、設備の過剰感が残り需給ギャップが依然として大きいことから、国内の設備投資

の回復はなお限定的とみられますが、全般的には特にアジアを中心とした海外経済の回復が持続するとみられ、

日本経済も輸出の増勢が続き緩やかながらも回復すると予想されます。 

興銀リースグループといたしましては、なお難しい事業環境のなかで、引き続き「法人向けの特色ある金融サ

ービス会社」を基本方針に、多面的金融サービスを駆使し安定成長を目指してまいります。 

平成23年３月期の連結業績予想につきましては、売上高255,000百万円（平成22年３月期比3.3％減）、営業利

益12,000百万円（同6.6％増）、経常利益13,000百万円（同7.2％増）、当期純利益7,500百万円（同6.8％増）を

見込んでおります。 
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(2) 財政状態に関する分析 

営業活動によるキャッシュ・フローは、リース債権・リース投資資産の減少等により、53,368百万円の収入と

なりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、営業に係る有価証券及び投資有価証券の取得を行ったこと等により、

3,452百万円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、間接調達で113,148百万円の支出に対し、コマーシャル・ペーパーの

発行等による直接調達で54,530百万円の収入となり、財務活動全体では60,089百万円の支出となりました。 

以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末（平成21年３月期）

比10,171百万円減少し、16,748百万円となりました。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、ＲＯＥの向上を図ったうえで、株主の皆様には業績に応じた配当を実施することを基本方針としてお

ります。同時に、株主資本の厚みも企業価値を向上させるうえで重要な要素であると考え、株主の皆様への利益

還元と株主資本充実のバランスにも十分意を用いて対応してまいる所存であります。 

内部留保資金につきましては営業資産の購入資金に充当するなど、今後の業務運営に有効に活用してまいりま

す。 

以上の方針のもと、当期（平成22年３月期）の配当は、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするべく、１株当

たり年間配当金を44円00銭（中間期20円00銭、期末24円00銭）と、前期（平成21年３月期）比で４円00銭の増配

とさせていただく予定でございます。なお、当期の期末配当金24円00銭につきましては、普通配当20円00銭に昨

年（平成21年12月１日）の当社創立40周年の記念配当４円00銭を加えた額としております。 

また、次期（平成23年３月期）の配当金につきましては、１株当たり年間配当金を44円00銭（中間期22円00銭、

期末22円00銭）とさせていただく予定でございます。 

 

(4) 事業等のリスク 

当社グループの経営成績、株価、財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあり

ます。 

なお、文中における将来に関する事項は、平成22年５月７日現在において当社グループが判断したものであり

ます。 

 

① 民間設備投資額とリース設備投資額の動向について 

我が国においてリース取引は、企業が設備投資を行う際の調達手段のひとつとして広く利用されております。

民間設備投資額とリース設備投資額の動向はほぼ同一基調で推移してきており、リース設備投資額は企業の設備

投資動向に影響を受けるものと考えられます。 

当社グループの契約実行高と民間設備投資額及びリース設備投資額の推移は、必ずしも一致しておりませんが、

民間設備投資額及びリース設備投資額が大幅に減少した場合は、当社グループの業績に影響を与える可能性があ

ります。 

興銀リース㈱（8425） 平成22年３月期決算短信

5



② 金利変動リスク及び調達環境の変化による影響について 

リース料・賦払金は契約時の金利水準に基づき大宗が定額収入でありますが、有利子負債には変動金利が含ま

れているので売上原価の一部である資金原価は変動いたします。したがって、金利変動が当社グループの業績に

影響を与える可能性があります。また、固定金利による有利子負債の比重を高めると金利変動の影響を低くする

ことが可能となりますが、一般的に固定金利は変動金利に比して高いため粗利益が縮小する場合があり、固定金

利と変動金利の有利子負債の比重及び構成比が当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

こうした金利変動リスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を利用しております。具体的には、ＡＬＭ（資

産・負債の総合管理）の手法によるマッチング比率（固定・変動利回りの資産に対して固定・変動金利の負債・

デリバティブを割り当てることにより、資産のうち金利変動リスクを負っていない部分の割合）の管理を行って

おります。よって金利変動リスクを負う部分については、市場金利の変動によって当社グループの業績に影響を

与える可能性があります。 

なお、当社グループの資金調達は、間接調達のほかコマーシャル・ペーパー等の直接調達も含まれており、調

達環境の変化によっては資金調達に影響を与える可能性があります。 

 

③ 信用リスクについて 

リース取引等は、取引先に対し比較的長期間（平均５年程度）にわたり、賃貸という形で信用を供与する取引

で、取引先からリース料等を全額回収して当初の期待利益が確保されます。したがって、当社は取引先毎の厳格

な与信チェック、リース物件の将来中古価値の見極め等により契約取組の可否判断を行うとともに、信用リスク

の定量的なモニタリングにより営業資産のポートフォリオにおける信用リスクをコントロールし、信用リスクを

極小化するよう努めております。また、取引先の信用状況が悪化しリース料等の不払いが生じた場合には、リー

ス物件の売却又は他の取引先への転用等により可能な限り回収の促進を図っております。 

さらに、信用リスク管理の観点から日本公認会計士協会の「リース業における金融商品会計基準適用に関する

当面の会計上及び監査上の取扱い」（業種別監査委員会報告第19号）に基づき、「金融検査マニュアル」（金融

庁）に準じた資産の自己査定を実施しております。 

なお、この結果、平成22年３月期における「破産更生債権及びこれらに準ずる債権等」に対する信用部分は

16,105百万円であり、これに対して100％の引当を実施し、全額を取立不能見込額として直接減額しております。 

しかしながら、今後の景気動向によっては企業の信用状況の悪化により新たな不良債権が発生し、当社グルー

プの業績に影響を与える可能性があります。 

 

④ 諸制度の変更リスクについて 

当社グループは、現行の法律・税務・会計等の制度や基準をもとに、リース、レンタル、割賦販売、貸付等を

はじめとする総合金融サービスの提供を行っております。これらの諸制度が大幅に変更された場合には、当社グ

ループの業績に影響を与える可能性があります。 

なお、平成20年４月１日より、わが国における所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る会計基準につい

ては、これまで一定の注記を条件として認められていた賃貸借取引に準じた会計処理が廃止され、売買取引に準

じた会計処理を行うこととなりました。当該会計基準の適用による影響額については、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の変更」をご覧ください。 
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２．企業集団の状況 

当社グループは、当社、子会社130社（国内111社、海外19社）及び関連会社５社（国内３社、海外２社）で構成さ

れ、その主な事業内容として一般機械設備、航空機、コンピュータ等のリース取引及び割賦販売取引並びに各種金

融取引を営んでおります。 

(１) 当社グループの主な事業内容は次のとおりであり、その事業区分は事業の種類別セグメント情報の事業区分

と同一であります。 

賃貸事業 ･･････ 産業工作機械、情報関連機器・事務用機器等の賃貸業務(賃貸取引の満了・中途

解約に伴う物件販売等を含む) 

割賦販売事業 ･･････ 生産設備、建設土木機械、商業設備等の割賦販売業務 

貸付事業 ･･････ 金銭の貸付業務、ファクタリング等 

その他の事業 ･･････ 手数料取引等業務、保険代理店業務、保証業務 

 

(２) 当社、子会社及び関連会社の当該事業に係る位置づけは次のとおりであります。 

事業区分 
会社名 

賃貸事業 割賦販売事業 貸付事業 その他の事業

興銀リース㈱ ○ ○ ○ ○ 

連結子会社（21社）     

第一リース㈱ ○ ○ ○  

日産リース㈱ ○ ○ ○  

ユニバーサルリース㈱ ○ ○   

東日本リース㈱ ○ ○ ○  

興銀オートリース㈱ ○ ○   

八重洲リース㈱ ○    

丸の内商事㈱    ○ 

ケイエル・インシュアランス㈱    ○ 

ケイエル・オフィスサービス㈱    ○ 

アズリード・ビジネス・コーポレーション㈱ ○  ○  

イーフロント・リーシング㈲ ○    

コラボ・リーシング㈲   ○  

IBJ Leasing（UK）Ltd. ○  ○  

興銀融資租賃（中国）有限公司 ○    

Cygnus Line Shipping S.A. 他６社   ○  

非連結子会社（109社）     

アストロ･リーシング・インターナショナル㈲ 

他82社 (注)1 
○    

子 
 
 
 

会 
 
 
 

社 

Achilles Line Shipping S.A. 他25社 ○  ○  

持分法適用会社（５社）     

東芝ファイナンス㈱ ○ ○ ○ ○ 

東邦リース㈱ ○ ○ ○  

十八総合リース㈱ ○ ○ ○  

Krung Thai IBJ Leasing Co.,Ltd. ○  ○  

関 

連 

会 

社 

Japan-PNB Leasing and Finance Corporation ○  ○  

(注) 1.アストロ・リーシング・インターナショナル㈲ 他82社は、主として匿名組合契約方式による賃貸事業を行

っている営業者であります。 
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(３) 関係会社の状況 

議決権の所有・被所

有割合 
名称 住所 

資本金 

又は出資金 

主要な事業の

内容 所有割合

（％） 

被所有割

合（％）

関係内容 

(連結子会社)     

第一リース㈱ 

(注)3 

東京都 

港区 
2,000百万円 

賃貸事業 

割賦販売事業

貸付事業 

90.03 －
法人向けにリース・割賦販売等を行っております。な

お、当社より、各種設備の賃貸等を行っております。

日産リース㈱ 
東京都 

中央区 
10百万円 

賃貸事業 

割賦販売事業

貸付事業 

90 －

法人向けにリース・割賦販売等を行っております。な

お、当社より、各種設備の賃貸･事業資金の貸付を行

っております。 

ユニバーサルリース㈱ 
東京都 

中央区 
50百万円 

賃貸事業 

割賦販売事業
90 －

法人向けにリース・割賦販売を行っております。なお、

当社より、各種設備の賃貸を行っております。 

東日本リース㈱ 
東京都 

中央区 
100百万円 

賃貸事業 

割賦販売事業

貸付事業 

95 －
法人向けにリース・割賦販売等を行っております。な

お、当社より、事務機器等の賃貸を行っております。

興銀オートリース㈱ 
東京都 

中央区 
386百万円 

賃貸事業 

割賦販売事業
100 －

オートリース等を行っております。なお、当社より、

事業資金の貸付等を行っております。役員の兼任2名

八重洲リース㈱ 

(注)2 

東京都 

中央区 
10百万円 賃貸事業 

100

(60)
－

建物リースを行っております。なお､当社と債権譲渡

契約を締結しております。 

丸の内商事㈱ 
東京都 

中央区 
10百万円 その他の事業 100 －

中古物件売買を行っております。なお、当社より、債

務の保証等を行っております。 

ケイエル・インシュアラ

ンス㈱ 

東京都 

中央区 
10百万円 その他の事業 100 － 生命保険募集業務等を行っております。 

ケイエル・オフィスサー

ビス㈱ 

東京都 

中央区 
10百万円 その他の事業 100 －

事務受託業務を行っております。なお、当社より、総

務業務の委託を行っております。役員の兼任1名 

IBJ Leasing（UK）Ltd. 
英国 

ロンドン 
GBP6,000千 

賃貸事業 

貸付事業 
100 －

欧州地域における金融サービスを提供しております。

なお、当社より、債務の保証を行っております。 

興銀融資租賃（中国）有

限公司 

中国 

上海市 
US$10,000千 賃貸事業 100 －

中国における日系企業向けを主とした金融サービス

を提供しております。なお、当社より債務の保証を行

っております。 

その他10社     

(持分法適用関連会社)     

東芝ファイナンス㈱ 
東京都 

品川区 
3,910百万円 

賃貸事業 

割賦販売事業

貸付事業 

その他の事業

20 －

法人向けにリース･割賦販売等を、個人向けに個品斡

旋やオートローン等の提携ローンを提供しておりま

す。なお､当社より、事務機器等の賃貸を行っており

ます。役員の兼任1名 

東邦リース㈱ 
福島県 

福島市 
60百万円 

賃貸事業 

割賦販売事業

貸付事業 

28.33 －
法人向けにリース・割賦販売等を行っております。な

お､当社より、事務機器等の賃貸を行っております。

十八総合リース㈱ 

(注)4 

長崎県 

長崎市 
545百万円 

賃貸事業 

割賦販売事業

貸付事業 

17.33 －

法人向けにリース・割賦販売等を行っております。な

お、当社より、各種設備の割賦販売等を行っておりま

す。 

Krung Thai IBJ 

Leasing Co.,Ltd. 

タイ 

バンコク 
THB100,000千 

賃貸事業 

貸付事業 
49 －

タイにおける金融サービスを提供しております。な

お､当社より、債務の保証等を行っております。 

Japan-PNB Leasing 

and Finance 

Corporation 

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 

マニラ 
PHP150,000千 

賃貸事業 

貸付事業 
35 －

フィリピンにおける金融サービスを提供しておりま

す。なお､当社より、事業資金の貸付・債務の保証を

行っております。 

 (注) 1. 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

2. 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合であり、内数として表示しております。 

3. 特定子会社に該当しております。 

4. 持分は100分の20未満でありますが、実質的な影響力を持っているため関連会社としたものであります。 
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３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループの経営理念は次のとおりであります。 

 

企業理念 

私たちは、豊かな未来へ繋がる価値ある金融サービスの提供を通じて、広く社会に貢献する企業グループ

を目指します。 

 

経営方針 

１．お客様の多様なニーズにお応えし、グループの総合力を結集して、的確かつ迅速なサービスの提供を目

指します。 

２．株主・市場からの評価と信頼の一層の向上に努めます。 

３．積極的な人材の育成・登用と自己研鑽を通じて、活力に満ち、働き甲斐のある会社風土の醸成に努めま

す。 

４．法令及びその精神を遵守すると共に、企業としての社会的責任を常に認識し、広く社会の理解と共感を

得られる企業グループを目指します。 

 

行動指針（３つのＣ） 

１． 挑戦（Ｃhallenge） 

２． 変革（Ｃhange） 

３． 創造（Ｃreate） 

 

(2) 中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 

平成 22 年度につきましては、設備の過剰感が残り需給ギャップが依然として大きいことから、国内の設備投

資の回復はなお限定的とみられますが、全般的には特にアジアを中心とした海外経済の回復が持続するとみられ、

日本経済も輸出の増勢が続き緩やかながらも回復すると予想されます。 

興銀リースグループといたしましては、なお難しい事業環境のなかで、引き続き「法人向けの特色ある金融サ

ービス会社」を基本方針に、多面的金融サービスを駆使し安定成長を目指してまいります。具体的には、お取引

先の多様化・高度化するファイナンスニーズにお応えする提案営業を軸に、営業資産の積み上げを図り、長期的

な収益基盤の維持拡大に努めてまいります。また、成長が有望視される環境、新エネルギー、医療分野などへの

取組を加速するほか、引き続き成長が見込まれる営業地域としてアジアにおける営業活動を拡充するなど、内外

の環境変化を捉え迅速・的確な事業推進を徹底してまいります。さらに、国際会計基準（IFRS）の導入など取引

先企業の経営環境の変化のなかで、新たなビジネス領域としての事業開拓にも努めてまいります。 

コーポレート・ガバナンスの観点からは、内部統制の有効かつ適切な運用、並びにコンプライアンスの実践な

どを通じた強固な内部管理態勢を堅持するとともに、企業の社会的責任（CSR）を事業活動の基本に据えた組織

運営を持続的に行うことにより、広く社会の理解と共感を得られる企業グループを目指してまいります。 
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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 28,005 18,476

受取手形及び売掛金 54 34

割賦債権 122,072 108,900

リース債権及びリース投資資産 575,381 522,302

営業貸付金 195,392 189,930

その他の営業貸付債権 36,901 46,987

その他の営業資産 1,393 496

賃貸料等未収入金 2,419 2,706

有価証券 14,184 4,037

繰延税金資産 1,373 1,642

その他 16,138 13,230

貸倒引当金 △3,600 △3,889

流動資産合計 989,717 904,855

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産   

賃貸資産 21,190 30,895

賃貸資産合計 21,190 30,895

社用資産   

社用資産 3,080 2,977

有形固定資産合計 24,271 33,873

無形固定資産   

賃貸資産   

賃貸資産 297 343

賃貸資産合計 297 343

その他の無形固定資産   

のれん 187 162

ソフトウエア 2,545 2,494

その他 37 67

その他の無形固定資産合計 2,770 2,724

無形固定資産合計 3,067 3,067

投資その他の資産   

投資有価証券 41,556 54,946

破産更生債権等 9,470 14,082

繰延税金資産 4,157 3,473

その他 4,443 3,547

貸倒引当金 △534 △746

投資その他の資産合計 59,094 75,303

固定資産合計 86,432 112,244

資産合計 1,076,150 1,017,099
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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   

支払手形及び買掛金 37,926 33,751

短期借入金 126,236 92,634

1年内返済予定の長期借入金 160,106 186,416

コマーシャル・ペーパー 232,700 302,700

債権流動化に伴う支払債務 45,425 42,981

リース債務 26,688 21,590

未払法人税等 1,216 3,304

割賦未実現利益 1,698 1,412

賞与引当金 314 288

役員賞与引当金 25 30

債務保証損失引当金 847 524

その他 16,186 15,987

流動負債合計 649,371 701,621

固定負債   

長期借入金 340,440 234,379

債権流動化に伴う長期支払債務 22,546 9,520

退職給付引当金 1,609 635

役員退職慰労引当金 110 144

受取保証金 4,851 5,628

その他 1,226 1,828

固定負債合計 370,784 252,135

負債合計 1,020,156 953,757

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,760 11,760

資本剰余金 9,680 9,680

利益剰余金 35,417 40,989

自己株式 △1,078 △1,078

株主資本合計 55,779 61,350

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 70 1,502

繰延ヘッジ損益 △191 △100

為替換算調整勘定 △1,034 △857

評価・換算差額等合計 △1,155 543

少数株主持分 1,370 1,447

純資産合計 55,994 63,342

負債純資産合計 1,076,150 1,017,099
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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 298,707 263,598

売上原価 270,631 234,092

売上総利益 28,076 29,506

販売費及び一般管理費 21,320 18,248

営業利益 6,755 11,257

営業外収益   

受取利息 594 771

受取配当金 536 481

持分法による投資利益 316 476

その他 320 230

営業外収益合計 1,767 1,959

営業外費用   

支払利息 1,221 937

投資損失 424 76

その他 116 79

営業外費用合計 1,762 1,093

経常利益 6,761 12,123

特別利益   

投資有価証券売却益 247 40

貸倒引当金戻入額 － 63

償却債権取立益 229 －

特別利益合計 476 103

特別損失   

リース会計基準の適用に伴う影響額 1,011 －

投資有価証券売却損 0 2

投資有価証券評価損 632 65

退職給付制度改定損 － 74

固定資産除却損 － 12

特別損失合計 1,645 154

税金等調整前当期純利益 5,592 12,072

法人税、住民税及び事業税 3,909 5,520

法人税等調整額 △1,712 △553

法人税等合計 2,196 4,966

少数株主利益 47 87

当期純利益 3,348 7,019

興銀リース㈱（8425） 平成22年３月期決算短信

12



（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 11,760 11,760

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,760 11,760

資本剰余金   

前期末残高 9,680 9,680

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,680 9,680

利益剰余金   

前期末残高 33,531 35,417

当期変動額   

剰余金の配当 △1,461 △1,447

当期純利益 3,348 7,019

当期変動額合計 1,886 5,571

当期末残高 35,417 40,989

自己株式   

前期末残高 △551 △1,078

当期変動額   

自己株式の取得 △526 △0

当期変動額合計 △526 △0

当期末残高 △1,078 △1,078

株主資本合計   

前期末残高 54,420 55,779

当期変動額   

剰余金の配当 △1,461 △1,447

当期純利益 3,348 7,019

自己株式の取得 △526 △0

当期変動額合計 1,359 5,571

当期末残高 55,779 61,350
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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 1,206 70

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,135 1,432

当期変動額合計 △1,135 1,432

当期末残高 70 1,502

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △232 △191

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 41 90

当期変動額合計 41 90

当期末残高 △191 △100

為替換算調整勘定   

前期末残高 688 △1,034

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,722 176

当期変動額合計 △1,722 176

当期末残高 △1,034 △857

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,662 △1,155

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,817 1,699

当期変動額合計 △2,817 1,699

当期末残高 △1,155 543

少数株主持分   

前期末残高 1,345 1,370

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 24 76

当期変動額合計 24 76

当期末残高 1,370 1,447

純資産合計   

前期末残高 57,428 55,994

当期変動額   

剰余金の配当 △1,461 △1,447

当期純利益 3,348 7,019

自己株式の取得 △526 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,792 1,776

当期変動額合計 △1,433 7,347

当期末残高 55,994 63,342

興銀リース㈱（8425） 平成22年３月期決算短信

14



（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 5,592 12,072

賃貸資産減価償却費 7,486 7,042

社用資産減価償却費及び除却損 1,122 1,086

持分法による投資損益（△は益） △316 △476

投資損益（△は益） 424 76

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,407 498

賞与引当金の増減額（△は減少） △12 △26

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △65 5

退職給付引当金の増減額（△は減少） 119 △974

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △19 34

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 847 △323

受取利息及び受取配当金 △1,130 △1,252

資金原価及び支払利息 11,327 8,151

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △246 △38

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 632 65

リース会計基準の適用に伴う影響額 △303 －

退職給付制度改定損 － 74

売上債権の増減額（△は増加） 146 20

割賦債権の増減額（△は増加） 1,616 12,885

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増
加）

76,030 48,568

営業貸付債権の増減額（△は増加） △3,553 △9,808

賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） △278 △287

賃貸資産の取得による支出 △12,240 △18,784

賃貸資産の売却による収入 1,954 3,802

仕入債務の増減額（△は減少） △17,582 △4,175

その他 4,387 6,142

小計 77,344 64,381

利息及び配当金の受取額 1,662 973

利息の支払額 △11,083 △8,425

法人税等の支払額 △4,644 △3,562

営業活動によるキャッシュ・フロー 63,279 53,368

投資活動によるキャッシュ・フロー   

社用資産の取得による支出 △1,137 △960

社用資産の売却による収入 － 0

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △18,005 △14,149

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

12,805 13,524

その他 △914 △1,867

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,251 △3,452
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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） 26,090 △33,998

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） △96,800 70,000

長期借入れによる収入 251,393 86,214

長期借入金の返済による支出 △223,465 △165,365

債権流動化による収入 291,076 197,455

債権流動化の返済による支出 △290,943 △212,925

配当金の支払額 △1,461 △1,447

その他 △528 △22

財務活動によるキャッシュ・フロー △44,639 △60,089

現金及び現金同等物に係る換算差額 △166 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 11,222 △10,171

現金及び現金同等物の期首残高 15,697 26,919

現金及び現金同等物の期末残高 26,919 16,748
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

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    21社 

主要な連結子会社名は、「２．（３）関

係会社の状況」に記載しているため省略

しております。 

なお、興銀融資租賃（中国）有限公司に

ついては新規設立したことにより、当連

結会計年度において新たに連結の範囲に

含めております。 

また、Sagittarius Line Shipping S.A.

は清算したため、当連結会計年度より連

結の範囲から除外しております。 

(1）連結子会社の数    21社 

主要な連結子会社名は、「２．（３）関

係会社の状況」に記載しているため省略

しております。 

  

  (2）主要な非連結子会社の名称等 

アストロ・リーシング・インターナシ

ョナル㈲ 

Achilles Line Shipping S.A. 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

同左 

  

  

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社のうち、アストロ・リーシ

ング・インターナショナル㈲他85社は、

主として匿名組合契約方式による賃貸事

業を行っている営業者であり、その資産

及び損益は実質的に当該子会社に帰属し

ないため、連結財務諸表規則第５条第１

項第２号により連結の範囲から除外して

おります。 

非連結子会社のうち、Achilles Line  

Shipping S.A.他38社は、いずれも小規

模会社であり、合計の総資産額・売上

高・当期純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）等はいず

れも連結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないため、連結の範囲から除外して

おります。 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社のうち、アストロ・リーシ

ング・インターナショナル㈲他82社は、

主として匿名組合契約方式による賃貸事

業を行っている営業者であり、その資産

及び損益は実質的に当該子会社に帰属し

ないため、連結財務諸表規則第５条第１

項第２号により連結の範囲から除外して

おります。 

非連結子会社のうち、Achilles Line  

Shipping S.A.他25社は、いずれも小規

模会社であり、合計の総資産額・売上

高・当期純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）等はいず

れも連結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないため、連結の範囲から除外して

おります。 

  

  

(3）開示対象特別目的会社 

開示対象特別目的会社の概要、開示対象

特別目的会社を利用した取引の概要及び

開示対象特別目的会社との取引金額等に

ついては、「開示対象特別目的会社関

係」に記載しております。  

  

(3）開示対象特別目的会社 

         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．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 ５社 

東芝ファイナンス㈱ 

東邦リース㈱ 

十八総合リース㈱  

Krung Thai IBJ Leasing Co.,Ltd. 

Japan-PNB Leasing and Finance  

Corporation 

なお、十八総合リース㈱については株

式取得により、当連結会計年度におい

て新たに持分法適用関連会社に含めて

おります。  

(1）持分法を適用した関連会社数 ５社 

東芝ファイナンス㈱ 

東邦リース㈱ 

十八総合リース㈱  

Krung Thai IBJ Leasing Co.,Ltd. 

Japan-PNB Leasing and Finance  

Corporation 

  

  (2）持分法を適用しない非連結子会社及び関

連会社のうち主要な会社の名称等 

アストロ・リーシング・インターナシ

ョナル㈲ 

Achilles Line Shipping S.A. 

(2）持分法を適用しない非連結子会社及び関

連会社のうち主要な会社の名称等 

同左 

  （持分法を適用しない理由） 

①持分法を適用しない非連結子会社のう

ち、アストロ・リーシング・インターナ

ショナル㈲他85社は、主として匿名組合

契約方式による賃貸事業を行っている営

業者であり、その資産及び損益は実質的

に当該子会社に帰属しないため、持分法

の適用範囲から除外しております。 

（持分法を適用しない理由） 

①持分法を適用しない非連結子会社のう

ち、アストロ・リーシング・インターナ

ショナル㈲他82社は、主として匿名組合

契約方式による賃貸事業を行っている営

業者であり、その資産及び損益は実質的

に当該子会社に帰属しないため、持分法

の適用範囲から除外しております。 

  ②持分法を適用しない非連結子会社のう

ち、Achilles Line Shipping S.A.他38

社は、当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等から

みて、持分法の対象から除いても連結財

務諸表に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないため持分

法の適用から除外しております。 

②持分法を適用しない非連結子会社のう

ち、Achilles Line Shipping S.A.他25

社は、当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等から

みて、持分法の対象から除いても連結財

務諸表に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないため持分

法の適用から除外しております。 

  (3）持分法適用会社のうち、決算日が連結決

算日と異なる会社については、当該会社

の事業年度に係る財務諸表を使用してお

ります。 

(3）       同左 

３．連結子会社の事業年

度等に関する事項 

連結子会社の決算日はIBJ Leasing (UK)  

Ltd.他１社が12月31日、日産リース㈱他７社

が２月28日であります。なお、連結財務諸表

の作成にあたっては同日現在の財務諸表を使

用し、連結決算日との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な調整を行っており

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） 

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 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

連結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。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

  

移動平均法による原価法を採用して

おります。 

時価を把握することが極めて困難と認

められるもの  

同左 

      ──────── （会計方針の変更） 

当連結会計年度末より、「金融商品に関

する会計基準」（企業会計基準第10号

（平成11年１月22日（企業会計審議

会）、平成20年３月10日改正））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。 

なお、これらの会計基準等の適用に伴

い、従来の市場価格のない有価証券のう

ち、時価を把握することが極めて困難と

認められるもの以外の有価証券となるも

のは、時価をもって連結貸借対照表価額

とする方法に変更しております。 

この結果、当連結会計年度末の流動資産

は12百万円増加、固定資産は1,052百万

円増加、純資産は1,065百万円増加して

おります。 

また、従来、一般債権に準じて計上して

いた一般貸倒引当金を戻し入れたことに

より、営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益はそれぞれ９百万円増加

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。 

  

    

② デリバティブ 

時価法を採用しております。 

② デリバティブ 

同左 

  (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 賃貸資産 

主として賃貸期間を償却年数とし、賃

貸期間終了時の処分見積価額を残存価

額とする定額法による金額のほか、賃

貸資産の処分損失見込額を減価償却費

として計上しております。 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 賃貸資産 

      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 社用資産 

当社及び国内連結子会社は、主として

定率法を採用しております。なお、主

な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

建物      ３～65年 

器具備品    ３～20年 

② 社用資産 

        同左  

  ③ その他の無形固定資産 

当社及び国内連結子会社は、定額法を

採用しております。なお、自社利用の

ソフトウェアについては、社内におけ

る見込利用可能期間（５年）に基づく

定額法を採用しております。 

③ その他の無形固定資産 

同左 

  

  (3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

当社及び連結子会社は債権の貸倒れに

よる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率等により、貸倒懸念

債権及び破産更生債権等については個

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。 

破産更生債権等については、債権額か

ら回収が可能と認められる額を控除し

た残額を取立不能見込額として債権額

から直接減額しております。 

なお、直接減額した金額は 百万

円であります。 

12,670

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

当社及び連結子会社は債権の貸倒れに

よる損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率等により、貸倒懸念

債権及び破産更生債権等については個

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。 

破産更生債権等については、債権額か

ら回収が可能と認められる額を控除し

た残額を取立不能見込額として債権額

から直接減額しております。 

なお、直接減額した金額は 百万

円であります。 

16,105

  ② 賞与引当金 

当社及び国内連結子会社は従業員の賞

与の支給に備えるため、当連結会計年

度に負担すべき支給見込額を計上して

おります。 

② 賞与引当金 

同左 

  ③ 退職給付引当金 

当社及び国内連結子会社は従業員の退

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。

過去勤務債務については発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による均等額を費用処理し

ております。 

また、数理計算上の差異については、

発生期の従業員の平均残存勤務期間

（13～15年）による定額法により按分

した額を発生期の翌連結会計年度から

費用処理しております。 

③ 退職給付引当金 

当社及び国内連結子会社は従業員の退

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。

過去勤務債務については発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による均等額を費用処理し

ております。 

また、数理計算上の差異については、

発生期の従業員の平均残存勤務期間

（13～15年）による定額法により按分

した額を発生期の翌連結会計年度から

費用処理しております。 
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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） 

        ──────── 

  

  

  

  （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。 

これによる損益に与える影響はありま

せん。    

        ──────── 

  

  

  

  （追加情報） 

当社は、平成21年４月１日に退職給付

制度の改定を行い、適格退職年金制度

及び退職一時金制度について、確定給

付企業年金制度及び確定拠出年金制度

へ移行し、「退職給付制度間の移行等

に関する会計処理」（企業会計基準適

用指針第１号）を適用しております。

なお、当該制度改定に伴い、特別損失

として74百万円を計上しております。

  ④ 役員退職慰労引当金 

当社及び一部の国内連結子会社は、役

員等への退職慰労金の支払いに備える

ため、「役員退職慰労金支給規程」等

に基づく当連結会計年度末要支給額を

計上しております。 

④ 役員退職慰労引当金 

      同左 

  ⑤ 役員賞与引当金 

当社は、役員等に対して支給する賞与

の支払いに備えるため、当連結会計年

度における支給見込額 百万円（執行

役員分）を計上しております。 

25

⑤ 役員賞与引当金 

当社は、執行役員に対して支給する賞

与の支払いに備えるため、当連結会計

年度における支給見込額 百万円を計

上しております。 

30

  ⑥ 債務保証損失引当金 

当社は、債務保証等に係る損失に備え

るため、被保証者の財政状態等を勘案

し、損失見込額を計上しております。

⑥ 債務保証損失引当金 

      同左 

  (4）重要な収益及び費用の計上基準 

    ──────── 

(4）重要な収益及び費用の計上基準 

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。

   (5）重要な外貨建資産又は負債の本邦通貨へ

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、換算差

額は損益として処理しております。 

なお、在外連結子会社等の資産、負債、

収益、費用は、各社の決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は純

資産の部における為替換算調整勘定に含

めております。 

(5）重要な外貨建資産又は負債の本邦通貨へ

の換算基準 

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）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、特例処理の要件を満たしている

金利スワップについては特例処理を採

用しております。 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

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 

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 ヘッジ対象…借入金，有価証券 

  ③ ヘッジ方針 

資産及び負債から発生する金利リスク

及び為替変動リスクをヘッジし、安定

した収益を確保するために、取締役会

で定められた社内管理規程に基づき、

デリバティブ取引を行っております。

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジの開始時から有効性判定時点ま

での期間において、ヘッジ対象とヘッ

ジ手段の相場変動及びキャッシュ・フ

ロー変動の累計を比較し、両者の変動

額等を基礎として判断しております。

④ ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

  (7）その他連結財務諸表作成のための重要な

事項 

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。 

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な

事項 

          ──────── 

  ② 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」に計上しております。 

① 営業貸付債権の計上方法 

同左 

  ③ 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税

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

び負債の評価に関す

る事項 

連結子会社の資産及び負債の評価方法につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左 

６．のれん及び負ののれ

んの償却に関する事

項 

のれん及び負ののれんについては投資効果の

発現する期間を見積り、当該期間において均

等償却しております。 

また、金額に重要性が乏しい場合には発生年

度に一括償却しております。 

同左 

７．連結キャッシュ・フ

ロー計算書における

資金の範囲 

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月

以内に満期日の到来する流動性の高い、容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない短期的な投資か

らなっております。 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

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、当連結会計年度から「リース取引に

関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６

月17日（企業会計審議会第一部会）、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））を適用したことにより、通常の

売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に

係るリース賃借資産の減価償却の方法については、リ

ース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

を採用しております。 

また、同会計基準等の適用によりリース債権の流動化

に係る会計処理並びに「リース債権及びリース投資資

産」に対する一般貸倒引当金の繰入額を変更しており

ます。これらの変更による影響額は、特別損失に「リ

ース会計基準の適用に伴う影響額」としてまとめて計

上しており、内訳は以下のとおりであります。 

  

   

この結果、当連結会計年度の営業利益及び経常利益は

それぞれ 百万円増加し、税金等調整前当期純利益

は、 百万円減少しております。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。

また、前連結会計年度まで所有権移転外ファイナン

ス・リース取引及びオペレーティング・リース取引に

係る資産を「リース資産」「リース資産前渡金」とし

て表示しておりましたが、当連結会計年度より所有権

移転外ファイナンス・リース取引に係る資産を「リー

ス債権及びリース投資資産」「前渡金(流動資産（そ

の他））」、オペレーティング・リース取引に係る資

産を「賃貸資産」「賃貸資産前渡金」として表示して

おります。 

リース債権及びリース投資資産に 

対する一般貸倒引当金繰入額  
百万円1,315

リース債権の流動化による譲渡益    百万円△303

差引計 百万円1,011

849

161

         ──────── 
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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） 

（連結貸借対照表関係） 

 前連結会計年度まで「その他の営業貸付債権」に含めて

表示していた有価証券に該当しない信託受益権について、

他の科目に含まれない営業目的の資産として区分するた

め、当連結会計年度より「その他の営業資産」として表示

しております。 

 なお、前連結会計年度末の「その他の営業貸付債権」に

含まれる「その他の営業資産」の金額は 百万円であり

ます。 

200

         ──────── 

追加情報

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） 

（貸倒引当金） 

当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審

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

たことにより、金銭債権として取り扱うこととなった

「リース債権及びリース投資資産」に対して、新たに一

般貸倒引当金を計上しております。 

これに伴い、期首「リース債権及びリース投資資産」に

対する貸倒引当金繰入額 百万円を「リース会計基

準の適用に伴う影響額」に含め特別損失に計上しており

ます。 

これにより、税金等調整前当期純利益は同額減少してお

ります。 

また、一般債権に対する回収不能見込額の算定について

は、従来、倒産確率を基礎として予想損失額を算定する

方法を採用しておりましたが、貸倒実績額に関する情報

が整備されたことから、当連結会計年度より、貸倒実績

額により算出された将来の予想損失率に基づいて予想損

失額を算定する方法に変更しました。 

この結果、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計

年度において販売費及び一般管理費に計上した貸倒引当

金繰入額は 百万円減少し、営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益はそれぞれ同額増加しておりま

す。  

1,315

585

         ──────── 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

 １．有形固定資産の減価償却累計額  １．有形固定資産の減価償却累計額 

賃貸資産の減価償却累計額    百万円48,851

社用資産の減価償却累計額 百万円2,352

賃貸資産の減価償却累計額    百万円51,077

社用資産の減価償却累計額 百万円2,401

 ２．担保に供している資産及び対応する債務  ２．担保に供している資産及び対応する債務 

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 

リース債権及びリース投資資産 百万円52,854

営業貸付金 百万円866

計 百万円53,720

リース債権及びリース投資資産 百万円28,157

営業貸付金 

その他の営業貸付債権  

百万円

百万円

779

448

計 百万円29,385

(2）担保提供資産に対応する債務 (2）担保提供資産に対応する債務 

１年内返済予定の長期借入金 百万円2,002

債権流動化に伴う支払債務  百万円23,870

長期借入金   百万円1,445

債権流動化に伴う長期支払債務   百万円22,330

計   百万円49,647

１年内返済予定の長期借入金 百万円333

債権流動化に伴う支払債務  百万円13,981

長期借入金 百万円1,104

債権流動化に伴う長期支払債務   百万円9,520

計   百万円24,939

 ３．譲渡担保予約に付しているリース債権及びリース投

資資産 

   リース債権譲渡に伴い、譲渡担保予約に付している

リース債権及びリース投資資産が 百万円あり

ます。 

25,237

 ３．譲渡担保予約に付しているリース債権及びリース投

資資産 

   リース債権譲渡に伴い、譲渡担保予約に付している

リース債権及びリース投資資産が 百万円あり

ます。 

24,957

 ４．偶発債務  ４．偶発債務 

営業活動に係わる保証債務 百万円17,636

その他の保証債務 百万円5,333

  計 百万円22,969

営業活動に係わる保証債務 百万円13,667

その他の保証債務 百万円6,699

  計 百万円20,366

 ５．非連結子会社等に対する項目 

各科目に含まれている非連結子会社及び関連会社に

対するものは次のとおりであります。 

 ５．非連結子会社等に対する項目 

各科目に含まれている非連結子会社及び関連会社に

対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 百万円6,310

投資有価証券（その他） 百万円4,745

投資有価証券（株式） 百万円6,856

投資有価証券（その他） 百万円4,495
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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 

   （注）普通株式の自己株式の株式数の増加350,122株は、単元未満株式の買取りによる増加122株及び取締役会決議

による自己株式の取得による増加350,000株であります。 

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 

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

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末株
式数(株) 

当連結会計年度増加
株式数(株) 

当連結会計年度減少
株式数(株) 

当連結会計年度末株
式数(株) 

発行済株式         

普通株式       36,849,000       －       －       36,849,000

合計       36,849,000       －       －       36,849,000

自己株式         

普通株式 （注）       300,096       350,122       －       650,218

合計       300,096       350,122       －       650,218

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６月25日 

定時株主総会 
普通株式       730       20.00 平成20年３月31日 平成20年６月26日 

平成20年11月６日 

取締役会 
普通株式       730       20.00 平成20年９月30日 平成20年12月８日 

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６月24日 

定時株主総会 
普通株式       723 利益剰余金       20.00 平成21年３月31日 平成21年６月25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 

   （注）普通株式の自己株式の株式数の増加35株は、単元未満株式の買取りによる増加35株であります。 

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 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の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。  

  

  

  
前連結会計年度末株
式数(株) 

当連結会計年度増加
株式数(株) 

当連結会計年度減少
株式数(株) 

当連結会計年度末株
式数(株) 

発行済株式         

普通株式  36,849,000       －      －     36,849,000

合計       36,849,000     －       －       36,849,000

自己株式         

普通株式 （注）       650,218       35       －       650,253

合計       650,218       35      －       650,253

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６月24日 

定時株主総会 
普通株式       723       20.00 平成21年３月31日 平成21年６月25日 

平成21年11月６日 

取締役会 
普通株式       723      20.00 平成21年９月30日 平成21年12月８日 

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22年６月24日 

定時株主総会 
普通株式       868 利益剰余金       24.00 平成22年３月31日 平成22年６月25日

（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） 

 １．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

 １．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定   百万円28,005

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 百万円△1,085

現金及び現金同等物 百万円26,919

現金及び預金勘定   百万円18,476

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 百万円△1,728

現金及び現金同等物 百万円16,748
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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．事業区分は、売上集計区分によっております。 

２．各事業の主な品目は次のとおりであります。 

(1）賃貸事業…………産業工作機械、情報関連機器・事務用機器等の賃貸業務（賃貸取引の満了・中途解約に

伴う物件販売等を含む） 

(2）割賦販売事業……生産設備、建設土木機械、商業設備等の割賦販売業務 

(3）貸付事業…………金銭の貸付業務、ファクタリング等 

(4）その他の事業……手数料取引等業務、保険代理店業務、保証業務 

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は3,347百万円であり、その主なものは当社

の本社管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は58,417百万円であります。その主なものは当社の長期

投資資金（投資有価証券）等であります。 

    ５．会計方針の変更 

      「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、当社及び国内連結子会社は、

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、当連結会計年度から「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６

月17日（企業会計審議会第一部会）、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））を適用したことにより、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して当連結会計年度の賃貸事業の営業利益は849百万

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) 

割賦販売
事業 
(百万円) 

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 
     273,407       16,856       6,794       1,648      298,707       －      298,707

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
      258       73       200       101       633     ( )633       －

計  273,666       16,929       6,995       1,749      299,341 ( )633      298,707

営業費用      262,161       16,569       7,936       2,358      289,026       2,925      291,951

営業利益 

又は営業損失（△） 
      11,504       360       △941       △608  10,314     ( )3,558       6,755

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
              

資産      634,144      134,043      256,997       319    1,025,504       50,646    1,076,150

減価償却費       7,486  －  －  －       7,486       1,074       8,560

資本的支出       12,240  －  －  －       12,240       1,137       13,378
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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．事業区分は、売上集計区分によっております。 

２．各事業の主な品目は次のとおりであります。 

(1）賃貸事業…………産業工作機械、情報関連機器・事務用機器等の賃貸業務（賃貸取引の満了・中途解約に

伴う物件販売等を含む） 

(2）割賦販売事業……生産設備、建設土木機械、商業設備等の割賦販売業務 

(3）貸付事業…………金銭の貸付業務、ファクタリング等 

(4）その他の事業……手数料取引等業務、保険代理店業務、保証業務 

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は3,397百万円であり、その主なものは当社

の本社管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は61,116百万円であります。その主なものは当社の長期

投資資金（投資有価証券）等であります。 

    ５．会計方針の変更 

      「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、当連結

会計年度末より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号（平成11年１月22日（企業会計審議

会）、平成20年３月10日改正））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。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して

当連結会計年度の「消去又は全社」の資産は1,065百万円増加しており、「消去又は全社」の営業費用は９

百万円減少し、営業利益が同額増加しております。 

  

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） 

 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。 

  

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。 

  

  
賃貸事業 
(百万円) 

割賦販売
事業 
(百万円) 

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 
    241,865       14,502      6,260      970      263,598  －      263,598

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
      134       13       193       88       430     ( )430      －

計  242,000       14,516      6,453       1,058      264,029 ( )430      263,598

営業費用      228,961       14,039       5,412       808      249,222       3,118      252,340

営業利益      13,038      476      1,041       250  14,806     ( )3,549      11,257

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
              

資産      582,473     119,069     261,567       245    963,355      53,744  1,017,099

減価償却費       7,042  －  －  －      7,042      1,074      8,117

資本的支出       18,784  －  －  －       18,784      960       19,745

ｂ．所在地別セグメント情報

興銀リース㈱（8425） 平成22年３月期決算短信

29



  

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） 

 海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

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） 

 海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高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） 

１．開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要 

 当社では、資金調達先の多様化を図り、安定的に資金調達することを目的として、リース料債権の流動

化を実施しております。当該流動化にあたり、特別目的会社を利用しておりますが、これらには特例有限

会社や株式会社などがあります。当該流動化において、当社は、前述したリース料債権を特別目的会社に

譲渡し、譲渡した資産を裏付けとして特別目的会社が借入などによって調達した資金を、売却代金として

受領しております。 

 さらに、当社は、特別目的会社に対し回収サービス業務を行い、また、一部については譲渡資産の残存

部分を留保しております。この残存部分については、平成21年３月末現在、適切に評価を行い会計処理に

反映しております。 

 流動化の結果、平成21年３月末において、取引残高のある特別目的会社は18社あり、当該特別目的会社

の直近の決算日における資産総額（単純合算）は364,958百万円、負債総額（単純合算）は365,029百万円

であります。なお、一部の特別目的会社においては、当社の従業員が役員を兼務しておりますが、いずれ

の特別目的会社についても、当社は議決権のある株式等は保有しておりません。 

２．開示対象特別目的会社との取引金額等  

 当連結会計年度における当社と特別目的会社との取引金額は次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

（注）１．譲渡資産に係る取引の金額は、譲渡時点の帳簿価額によって記載しております。また、譲渡 

資産に係る譲渡益は売上高に計上しております。なお、リース料債権の流動化について、金

銭債権消滅の要件を満たしていないものについては金融取引として処理しているため、当該

取引における取引金額等の記載を省略しております。 

   ２．譲渡資産に係る残存部分の取引の金額は、当連結会計年度における資産の譲渡によって生じ 

たもので、譲渡時点の帳簿価額によって記載しております。平成21年３月末現在、譲渡資産

に係る残存部分の残高は861百万円であります。また、当該残存部分に係る分配益は売上高

に計上しております。  

   ３．事務受託手数料は、回収サービス業務に係る手数料を含んでおり、営業外収益に計上してお 

ります。  

  

ｃ．海外売上高

（開示対象特別目的会社関係）

  

  
主な取引の金額又は 

当連結会計年度末残高  
  

主な損益 

項目 金額

譲渡資産（注）１       

 リース債権及びリース投資資産  3,050 譲渡益  58

譲渡資産に係る残存部分（注）２  864 分配益  52

事務受託業務（注）３  － 事務受託手数料  2
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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．開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要 

 当社では、資金調達先の多様化を図り、安定的に資金調達することを目的として、リース料債権の流動

化を実施しております。当該流動化にあたり、特別目的会社を利用しておりますが、これらには特例有限

会社や株式会社などがあります。当該流動化において、当社は、前述したリース料債権を特別目的会社に

譲渡し、譲渡した資産を裏付けとして特別目的会社が借入などによって調達した資金を、売却代金として

受領しております。 

 さらに、当社は、特別目的会社に対し回収サービス業務を行い、また、一部については譲渡資産の残存

部分を留保しております。この残存部分については、平成22年３月末現在、適切に評価を行い会計処理に

反映しております。 

 流動化の結果、平成22年３月末において、取引残高のある特別目的会社は20社あり、当該特別目的会社

の直近の決算日における資産総額（単純合算）は281,104百万円、負債総額（単純合算）は281,325百万円

であります。なお、一部の特別目的会社においては、当社の従業員が役員を兼務しておりますが、いずれ

の特別目的会社についても、当社は議決権のある株式等は保有しておりません。 

２．開示対象特別目的会社との取引金額等  

 当連結会計年度における当社と特別目的会社との取引金額は次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

（注）１．譲渡資産に係る取引の金額は、譲渡時点の帳簿価額によって記載しております。また、譲渡 

資産に係る譲渡益は売上高に計上しております。なお、リース料債権の流動化について、金

銭債権消滅の要件を満たしていないものについては金融取引として処理しているため、当該

取引における取引金額等の記載を省略しております。 

   ２．譲渡資産に係る残存部分の取引の金額は、当連結会計年度における資産の譲渡によって生じ 

たもので、譲渡時点の帳簿価額によって記載しております。平成22年３月末現在、譲渡資産

に係る残存部分の残高は844百万円であります。また、当該残存部分に係る分配益は売上高

に計上しております。  

   ３．事務受託手数料は、回収サービス業務に係る手数料を含んでおり、営業外収益に計上してお 

ります。  

  

  

  
主な取引の金額又は 

当連結会計年度末残高  
  

主な損益 

項目 金額

譲渡資産（注）１       

 リース債権及びリース投資資産  4,677 譲渡益  81

譲渡資産に係る残存部分（注）２  573 分配益  46

事務受託業務（注）３  － 事務受託手数料  1
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 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

該当事項はありません。 

  

リース取引、関連当事者情報、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ております。 

  

（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      1,509円00銭

１株当たり当期純利益金額    91円90銭

１株当たり純資産額 円 銭1,709 86

１株当たり当期純利益金額 円 銭193 91

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式がないため記載しておりません。 

同左 

  
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） 

当期純利益（百万円）       3,348      7,019

普通株主に帰属しない金額（百万円）       －       －

普通株式に係る当期純利益（百万円）       3,348       7,019

普通株式の期中平均株式数（千株）       36,434        36,198

（重要な後発事象）

（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 21,846 12,839

受取手形 12 11

割賦債権 95,362 85,697

リース債権 345 787

リース投資資産 456,228 407,183

営業貸付金 162,438 162,550

その他の営業貸付債権 35,883 48,532

その他の営業資産 1,591 641

有価証券 13,468 3,769

前渡金 629 973

前払費用 989 854

繰延税金資産 717 513

賃貸料等未収入金 1,734 1,879

未収収益 656 833

関係会社短期貸付金 26,548 33,164

その他 10,148 8,630

貸倒引当金 △3,356 △3,742

流動資産合計 825,246 765,121

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産   

賃貸資産 11,060 22,091

賃貸資産合計 11,060 22,091

社用資産   

建物（純額） 1,538 1,469

構築物（純額） 0 0

機械及び装置（純額） 0 0

器具備品（純額） 143 131

土地 1,322 1,322

社用資産合計 3,005 2,924

有形固定資産合計 14,065 25,015

無形固定資産   

賃貸資産   

賃貸資産 297 343

賃貸資産合計 297 343

その他の無形固定資産   

ソフトウエア 2,174 2,234

電話加入権 19 19

その他の無形固定資産合計 2,194 2,253

無形固定資産合計 2,491 2,596
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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 29,834 42,928

関係会社株式 18,474 18,430

その他の関係会社有価証券 2,452 2,452

出資金 0 0

関係会社出資金 1,086 1,086

関係会社長期貸付金 35,656 22,010

破産更生債権等 9,339 13,319

長期前払費用 1,128 595

繰延税金資産 3,893 3,021

その他 559 1,025

貸倒引当金 △596 △779

投資その他の資産合計 101,829 104,091

固定資産合計 118,386 131,704

資産合計 943,633 896,826

負債の部   

流動負債   

支払手形 6,726 4,090

買掛金 26,475 24,518

短期借入金 111,163 82,490

1年内返済予定の長期借入金 129,181 157,051

コマーシャル・ペーパー 235,000 305,200

債権流動化に伴う支払債務 45,425 42,981

リース債務 26,328 20,228

未払金 4,396 3,984

未払費用 1,456 1,242

未払法人税等 1,374 2,240

賃貸料等前受金 1,427 1,581

預り金 873 788

前受収益 498 162

割賦未実現利益 813 556

賞与引当金 239 221

役員賞与引当金 25 30

債務保証損失引当金 861 564

その他 1,565 1,263

流動負債合計 593,830 649,196

興銀リース㈱（8425） 平成22年３月期決算短信

34



（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) 

固定負債   

長期借入金 273,830 177,358

債権流動化に伴う長期支払債務 22,546 9,520

退職給付引当金 1,503 515

役員退職慰労引当金 80 110

受取保証金 2,515 4,344

その他 102 724

固定負債合計 300,578 192,573

負債合計 894,409 841,770

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,760 11,760

資本剰余金   

資本準備金 9,680 9,680

資本剰余金合計 9,680 9,680

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金 25,000 25,000

繰越利益剰余金 3,715 8,148

利益剰余金合計 28,715 33,148

自己株式 △1,078 △1,078

株主資本合計 49,077 53,510

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 146 1,560

繰延ヘッジ損益 △0 △14

評価・換算差額等合計 146 1,545

純資産合計 49,223 55,055

負債純資産合計 943,633 896,826
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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   

リース売上高 218,230 185,776

割賦売上高 11,704 8,947

ファイナンス収益 5,062 4,898

その他の売上高 1,650 1,677

売上高合計 236,648 201,300

売上原価   

リース原価 197,513 165,695

割賦原価 8,486 6,027

資金原価 8,421 5,838

その他の売上原価 1,685 1,108

売上原価合計 216,107 178,669

売上総利益 20,541 22,630

販売費及び一般管理費 17,983 14,951

営業利益 2,557 7,679

営業外収益   

受取利息 1,024 1,025

有価証券利息 567 766

受取配当金 1,183 1,151

業務受託手数料 141 145

その他 280 195

営業外収益合計 3,198 3,285

営業外費用   

支払利息 1,102 833

その他 205 93

営業外費用合計 1,307 927

経常利益 4,447 10,037

特別利益   

投資有価証券売却益 243 38

関係会社株式売却益 1 1

貸倒引当金戻入額 － 65

償却債権取立益 218 －

特別利益合計 463 105

特別損失   

リース会計基準の適用に伴う影響額 851 －

投資有価証券売却損 0 2

関係会社株式売却損 0 0

投資有価証券評価損 618 7

関係会社株式評価損 41 16

退職給付制度改定損 － 74

特別損失合計 1,512 101

税引前当期純利益 3,398 10,041

法人税、住民税及び事業税 3,490 4,045

法人税等調整額 △2,134 116

法人税等合計 1,355 4,161

当期純利益 2,043 5,880
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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 11,760 11,760

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,760 11,760

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 9,680 9,680

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,680 9,680

資本剰余金合計   

前期末残高 9,680 9,680

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,680 9,680

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 18,000 25,000

当期変動額   

別途積立金の積立 7,000 －

当期変動額合計 7,000 －

当期末残高 25,000 25,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 10,133 3,715

当期変動額   

剰余金の配当 △1,461 △1,447

別途積立金の積立 △7,000 －

当期純利益 2,043 5,880

当期変動額合計 △6,418 4,432

当期末残高 3,715 8,148

利益剰余金合計   

前期末残高 28,133 28,715

当期変動額   

剰余金の配当 △1,461 △1,447

別途積立金の積立 － －

当期純利益 2,043 5,880

当期変動額合計 581 4,432

当期末残高 28,715 33,148

自己株式   

前期末残高 △551 △1,078

当期変動額   

自己株式の取得 △526 △0

当期変動額合計 △526 △0

当期末残高 △1,078 △1,078
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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) 

株主資本合計   

前期末残高 49,022 49,077

当期変動額   

剰余金の配当 △1,461 △1,447

当期純利益 2,043 5,880

自己株式の取得 △526 △0

当期変動額合計 54 4,432

当期末残高 49,077 53,510

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,273 146

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,127 1,413

当期変動額合計 △1,127 1,413

当期末残高 146 1,560

繰延ヘッジ損益   

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 △14

当期変動額合計 △0 △14

当期末残高 △0 △14

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,273 146

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,127 1,399

当期変動額合計 △1,127 1,399

当期末残高 146 1,545

純資産合計   

前期末残高 50,296 49,223

当期変動額   

剰余金の配当 △1,461 △1,447

当期純利益 2,043 5,880

自己株式の取得 △526 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,127 1,399

当期変動額合計 △1,072 5,831

当期末残高 49,223 55,055
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    該当事項はありません。  

継続企業の前提に関する注記

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）子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  (2）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

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 

  時価のないもの 

  

移動平均法による原価法を採用して

おります。 

時価を把握することが極めて困難と認

められるもの 

同左 

      ──────── 

  

（会計方針の変更） 

当事業年度末より、「金融商品に関す

る会計基準」（企業会計基準第10号

（平成11年１月22日（企業会計審議

会）、平成20年３月10日改正））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。 

なお、これらの会計基準等の適用に伴

い、従来の市場価格のない有価証券の

うち、時価を把握することが極めて困

難と認められるもの以外の有価証券と

なるものは、時価をもって貸借対照表

価額とする方法に変更しております。

この結果、当事業年度末の流動資産は

12百万円増加、固定資産は1,052百万

円増加、純資産は1,065百万円増加し

ております。 

また、従来、一般債権に準じて計上し

ていた一般貸倒引当金を戻し入れたこ

とにより、営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益はそれぞれ９百万円増

加しております。  

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法 

時価法を採用しております。 同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）賃貸資産 

  主として賃貸期間を償却年数とし、賃

  貸期間終了時の処分見積価額を残存価

  額とする定額法による金額のほか、賃

  貸資産の処分損失見込額を減価償却費

  として計上しております。   

(1）賃貸資産 

                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） 

  (2）社用資産 

  定率法を採用しております。ただし、

   取得価額10万円以上20万円未満の少額

    減価償却資産については、３年間均等

    償却によっております。 

    なお、主な耐用年数は以下のとおりで

    あります。 

      建物      ３～65年 

器具備品      ３～20年    

(2）社用資産 

              同左    

  (3）その他の無形固定資産 

定額法を採用しております。なお、自

社利用のソフトウェアについては、社

内における見込利用可能期間（５年）

に基づく定額法を採用しております。

(3）その他の無形固定資産 

同左 

４．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、決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。 

同左 

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率等

により、貸倒懸念債権及び破産更生債

権等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。 

破産更生債権等については、債権額か

ら回収が可能と認められる額を控除し

た残額を取立不能見込額として債権額

から直接減額しております。 

なお、直接減額した金額は 百万

円であります。 

11,648

(1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率等

により、貸倒懸念債権及び破産更生債

権等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。 

破産更生債権等については、債権額か

ら回収が可能と認められる額を控除し

た残額を取立不能見込額として債権額

から直接減額しております。 

なお、直接減額した金額は 百万

円であります。 

14,759

  (2）賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、当

事業年度に負担すべき支給見込額を計

上しております。 

(2）賞与引当金  

同左 

  (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。 

過去勤務債務については、発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による均等額を費用処理

しております。 

また、数理計算上の差異については、

発生期の従業員の平均残存勤務期間

（13～15年）による定額法により按分

した額を発生期の翌事業年度から費用

処理しております。 

(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。 

過去勤務債務については、発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による均等額を費用処理

しております。 

また、数理計算上の差異については、

発生期の従業員の平均残存勤務期間

（13～15年）による定額法により按分

した額を発生期の翌事業年度から費用

処理しております。 
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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） 

        ──────── 

  

  （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。 

これによる損益に与える影響はありま

せん。   

             ──────── 

  

  （追加情報） 

当社は、平成21年４月１日に退職給付

制度の改定を行い、適格退職年金制度

及び退職一時金制度について、確定給

付企業年金制度及び確定拠出年金制度

へ移行し、「退職給付制度間の移行等

に関する会計処理」（企業会計基準適

用指針第１号）を適用しております。

なお、当該制度改定に伴い、特別損失

として74百万円を計上しております。

  (4）役員退職慰労引当金 

執行役員に対する退職慰労金の支払い

に備えるため、「執行役員退職慰労金

支給規程」に基づく当事業年度末要支

給額を計上しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

      同左 

  (5）役員賞与引当金 

役員等に対して支給する賞与の支払い

に備えるため、当事業年度における支

給見込額 百万円（執行役員分）を計

上しております。 

25

(5）役員賞与引当金 

執行役員に対して支給する賞与の支払

いに備えるため、当事業年度における

支給見込額 百万円を計上しておりま

す。 

30

  (6）債務保証損失引当金 

債務保証等に係る損失に備えるため、

被保証者の財政状態等を勘案し、損失

見込額を計上しております。 

(6）債務保証損失引当金 

      同左 

６．収益及び費用の計上基準 (1）リース取引の処理方法 

 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オペレーティング・リース取引に係る

  売上高の計上基準 

  リース契約期間に基づくリース契約上

  の収受すべき月当たりのリース料を基

  準として、その経過期間に対応するリ

  ース料を計上しております。  

(1）リース取引の処理方法 

 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オペレーティング・リース取引に係る

  売上高の計上基準 

        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） 

  (2）割賦販売取引の割賦売上高及び割賦原

価の計上方法 

原則として、商品の引渡時にその契約

高のうち元本相当額を割賦債権に計上

し、支払期日の到来の都度金利相当額

を割賦売上高に計上しております。 

なお、販売型割賦契約については販売

時に割賦売上高と対応する割賦原価の

一括計上を行っております。また、期

間未到来の割賦未実現利益は、繰延処

理しております。 

(2）割賦販売取引の割賦売上高及び割賦原

価の計上方法 

同左 

  (3）金融費用の計上方法 

営業収益に対応する金融費用とその他

の金融費用を区分計上することとして

おります。 

その配分方法は、総資産を営業取引に

基づく資産とその他の資産に区分し、

その資産残高を基準として営業資産に

対応する金融費用は資金原価として売

上原価に、その他の資産に対応する金

融費用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係る金融

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 

繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、特例処理の要件を満たしている

金利スワップについては特例処理を採

用しております。 

(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 

(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   ヘッジ対象…借入金、有価証券 

  (3）ヘッジ方針 

資産及び負債から発生する金利リスク

及び為替変動リスクをヘッジし、安定

した収益を確保するために、取締役会

で定められた社内管理規程に基づき、

デリバティブ取引を行っております。

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジの開始時から有効性判定時点ま

での期間において、ヘッジ対象とヘッ

ジ手段の相場変動及びキャッシュ・フ

ロー変動の累計を比較し、両者の変動

額等を基礎として判断しております。

(4）ヘッジの有効性評価の方法 

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） 

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「ファイナンス収益」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 

消費税及び地方消費税の会計処理は税

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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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、当事業年度から「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、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））を適用したことにより、通常の売

買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

また、同会計基準等の適用によりリース債権の流動化

に係る会計処理並びに「リース投資資産」に対する一

般貸倒引当金の繰入額を変更しております。これらの

変更による影響額は、特別損失に「リース会計基準の

適用に伴う影響額」としてまとめて計上しており、内

訳は以下のとおりであります。 

  

   

この結果、当事業年度の営業利益及び経常利益はそれ

ぞれ 百万円増加し、税引前当期純利益は 百万円

減少しております。 

また、前事業年度まで所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引及びオペレーティング・リース取引に係る資

産を「リース資産」「リース資産前渡金」として表示

しておりましたが、当事業年度より所有権移転外ファ

イナンス・リース取引に係る資産を「リース投資資

産」「前渡金」、オペレーティング・リース取引に係

る資産を「賃貸資産」「賃貸資産前渡金」として表示

しております。また、前事業年度までレンタル取引に

係る資産を「その他の賃貸資産」として表示しており

ましたが、当事業年度より「賃貸資産」に含めて表示

しております。 

リース投資資産に対する 

一般貸倒引当金繰入額  
百万円1,152

リース債権の流動化による譲渡益  百万円△300

差引計 百万円851

573 278

         ──────── 
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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） 

 （貸借対照表関係） 

 前事業年度まで「その他の営業貸付債権」に含めて表示

していた有価証券に該当しない信託受益権について、他

の科目に含まれない営業目的の資産として区分するた

め、当事業年度より「その他の営業資産」として表示し

ております。 

  なお、前事業年度末の「その他の営業貸付債権」に含ま

れる「その他の営業資産」の金額は 百万円でありま

す。 

200

          ──────── 

  （損益計算書関係） 

 １．前事業年度までリース契約の解約等に伴う解約損害

金、賃貸資産の処分による売上高を「その他の売上

高」に含めて表示しておりましたが、ＥＤＩＮＥＴ

へのＸＢＲＬ導入に伴い財務諸表の比較可能性を向

上するため、当事業年度より「リース売上高」に含

めて表示しております。なお、当事業年度の「リー

ス売上高」に含まれる当該金額は 百万円であ

り、前事業年度の「その他の売上高」に含まれる当

該金額は 百万円であります。 

15,749

17,669

                   ──────── 

  ２．前事業年度まで営業取引に係る受取手数料を「受取

手数料」として表示しておりましたが、ＥＤＩＮＥ

ＴへのＸＢＲＬ導入に伴い財務諸表の比較可能性を

向上するため、当事業年度より「その他の売上高」

に含めて表示しております。なお、当事業年度の

「その他の売上高」に含まれる当該金額は 百万円

であります。 

792

          ──────── 

  ３．前事業年度までリース契約の解約等に伴う原価、賃

貸資産の処分による原価を「その他の売上原価」に

含めて表示しておりましたが、ＥＤＩＮＥＴへのＸ

ＢＲＬ導入に伴い財務諸表の比較可能性を向上する

ため、当事業年度より「リース原価」に含めて表示

しております。なお、当事業年度の「リース原価」

に含まれる当該金額は 百万円であり、前事業

年度の「その他の売上原価」に含まれる当該金額は

百万円であります。 

11,821

14,204

          ──────── 
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追加情報

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） 

（貸倒引当金） 

当事業年度より、「リース取引に関する会計基準」（企

業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会

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））を適用した

ことにより、金銭債権として取り扱うこととなった「リ

ース投資資産」に対して、新たに一般貸倒引当金を計上

しております。 

これに伴い、期首「リース投資資産」に対する貸倒引当

金繰入額 百万円を「リース会計基準の適用に伴う

影響額」に含め特別損失に計上しております。 

これにより、税引前当期純利益は同額減少しておりま

す。 

また、一般債権に対する回収不能見込額の算定について

は、従来、倒産確率を基礎として予想損失額を算定する

方法を採用しておりましたが、貸倒実績額に関する情報

が整備されたことから、当事業年度より、貸倒実績額に

より算出された将来の予想損失率に基づいて予想損失額

を算定する方法に変更しました。 

この結果、従来の方法によった場合に比べ、当事業年度

において販売費及び一般管理費に計上した貸倒引当金繰

入額は 百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益はそれぞれ同額増加しております。  

1,152

475

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

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加350,122株は、単元未満株式の買取りによる増加122株及び取締役会決議 

による自己株式の取得による増加350,000株であります。 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加35株は、単元未満株式の買取りによる増加35株であります。 

  

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．有形固定資産の減価償却累計額  １．有形固定資産の減価償却累計額 

賃貸資産の減価償却累計額   百万円 18,759

社用資産の減価償却累計額 百万円 2,173

賃貸資産の減価償却累計額   百万円 17,817

社用資産の減価償却累計額 百万円 2,246

 ２．担保に供している資産及び対応する債務  ２．担保に供している資産及び対応する債務 

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 

リース投資資産 百万円 50,223

営業貸付金 百万円 866

計 百万円 51,089

リース投資資産 百万円 27,518

営業貸付金 百万円 779

その他の営業貸付債権  百万円 448

計 百万円 28,746

(2）担保提供資産に対応する債務 (2）担保提供資産に対応する債務 

１年内返済予定の長期借入金 百万円 101

債権流動化に伴う支払債務  百万円 23,870

長期借入金 百万円 836

債権流動化に伴う長期支払債務  百万円 22,330

計 百万円 47,138

１年内返済予定の長期借入金 百万円 101

債権流動化に伴う支払債務  百万円 13,981

長期借入金 百万円 735

債権流動化に伴う長期支払債務  百万円 9,520

計 百万円 24,338

 ３．譲渡担保予約に付しているリース投資資産 

リース債権譲渡に伴い、譲渡担保予約に付してい

るリース投資資産が 百万円あります。 23,867

 ３．譲渡担保予約に付しているリース投資資産 

リース債権譲渡に伴い、譲渡担保予約に付してい

るリース投資資産が 百万円あります。 24,371

 ４．偶発債務  ４．偶発債務 

営業活動に係わる保証債務   百万円17,635

その他の保証債務 百万円14,475

計   百万円32,111

営業活動に係わる保証債務   百万円13,666

その他の保証債務 百万円14,440

計   百万円28,107

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式（注）  300,096  350,122  －  650,218

合計  300,096  350,122  －  650,218

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式（注）  650,218  35  －  650,253

合計  650,218  35  －  650,253
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 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

    該当事項はありません。  

  

リース取引、有価証券、税効果会計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   1,359円82銭

１株当たり当期純利益金額  56円09銭

１株当たり純資産額 1,520円93銭

１株当たり当期純利益金額 162円46銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。 

同左 

  
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） 

当期純利益（百万円）  2,043  5,880

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  2,043  5,880

普通株式の期中平均株式数（千株）  36,434  36,198

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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６．その他の情報 

(1）役員の異動 

役員の異動については、平成22年５月７日発表の「役員の異動に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

(2）契約実行高（連結） 

前連結会計年度 当連結会計年度 
事業の種類別セグメントの名称 

契約実行高（百万円） 構成比（％） 契約実行高（百万円） 構成比（％）

ファイナンス・リース 193,032 48.3 157,831 48.6 

オペレーティング・リース 13,072 3.3 18,784 5.8 賃貸事業 

賃貸事業計 206,104 51.6 176,615 54.4 

割賦販売事業 50,438 12.6 39,541 12.2 

貸付事業 142,716 35.8 108,696 33.4 

その他の事業 － － － － 

合計 399,259 100.0 324,854 100.0 

 （注）賃貸事業については、当連結会計年度に取得した賃貸用資産の取得金額、割賦販売事業については、割賦

債権から割賦未実現利益を控除した額を表示しております。 

 

(3）営業資産残高（連結） 

前連結会計年度末 当連結会計年度末 
事業の種類別セグメントの名称 

期末残高（百万円） 構成比（％） 期末残高（百万円） 構成比（％）

ファイナンス・リース 575,381 60.5 522,302 58.1 

オペレーティング・リース 21,487 2.3 31,238 3.5 賃貸事業 

賃貸事業計 596,869 62.8 553,541 61.6 

割賦販売事業 120,373 12.6 107,487 12.0 

貸付事業 233,687 24.6 237,414 26.4 

その他の事業 － － － － 

合計 950,930 100.0 898,443 100.0 

 （注） 割賦販売事業については、割賦債権から割賦未実現利益を控除した額を表示しております。 
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