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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 758,674 184.4 30,295 256.0 33,414 238.5 25,541 328.7
21年3月期 266,729 △13.2 8,510 △3.7 9,870 △3.4 5,957 △8.8

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 239.57 ― 18.5 1.5 4.0
21年3月期 114.29 ― 10.1 1.2 3.2

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  909百万円 21年3月期  1,365百万円

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 2,132,892 158,115 7.1 1,410.61
21年3月期 845,950 60,770 7.2 1,162.07

（参考） 自己資本  22年3月期  150,390百万円 21年3月期  60,572百万円

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 194,308 △8,948 △306,146 50,947
21年3月期 △5,543 △2,282 67,497 67,387

2.  配当の状況 

（注） 22年３月期期末配当金の内訳  記念配当 ２円 00銭 

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 ― 14.00 ― 14.00 28.00 1,459 24.5 2.5
22年3月期 ― 14.00 ― 18.00 32.00 3,411 13.4 2.5

23年3月期 
（予想）

― 16.00 ― 16.00 32.00 17.5

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

345,000 △9.2 15,700 19.0 17,000 13.5 9,700 20.7 90.98

通期 690,000 △9.1 31,500 4.0 34,000 1.8 19,500 △23.7 182.90
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4.  その他 

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

（注） 詳細は、７ページ 「企業集団の状況」 をご覧ください。 

(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 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」 をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、22ページ 「１株当たり情報」 をご覧ください。 

新規 1社 （社名 Century Tokyo Leasing(USA)Inc. ） 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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 106,624,620株 21年3月期 52,126,000株

② 期末自己株式数 22年3月期 10,181株 21年3月期 789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 554,296 109.4 24,267 197.5 24,608 196.2 20,481 352.7
21年3月期 264,733 △13.4 8,157 △3.7 8,307 △2.9 4,524 △9.8

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 192.11 ―

21年3月期 86.80 ―

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 1,750,784 127,029 7.3 1,191.48
21年3月期 833,459 53,734 6.4 1,030.88

（参考） 自己資本 22年3月期  127,029百万円 21年3月期  53,734百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・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、当社が現在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。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

255,000 △9.7 12,300 21.2 12,500 19.2 7,000 27.5 65.66

通期 510,000 △8.0 24,700 1.8 25,000 1.6 14,000 △31.6 131.31
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１．経営成績 

 

(1) 経営成績に関する分析 

 

（当期の経営成績） 

 

当連結会計年度におけるわが国経済は、中国・アジア等を中心に海外経済の回復が続く中で輸出が増加に転じるなど、景気の持ち

直しの動きが徐々に広がってきたものの、雇用・所得環境には厳しさが残り、民間設備投資も低迷が続く厳しい環境となりました。 

リース業界におきましては、長引く民間設備投資低迷の影響により、社団法人リース事業協会統計による各月のリース取扱高は前

年同月比を割り込む状況が続いております。 

このような状況下、当社グループにおきましては、合併初年度にあたり、早期の統合シナジー創出に向けて「営業基盤の強化と営

業収益力の向上」、「経営コスト管理の強化による会社収益力の向上」、「経営基盤の強化と経営効率性の向上」に重点的に取り組んで

まいりました。 

   

① 営業基盤の強化と営業収益力の向上 

・ 合併により拡充・強化された顧客基盤、金融・商社の株主チャネルを活用したソリューション型の営業活動を推進してまいりま

したが、民間設備投資抑制等の影響を受け、厳しい営業環境を強いられた一年となりました。 

・ そのような中、採算性を重視した取り組みに注力する一方で、「モノ」に拘り、『動産管理システムと担保権信託を活用した資産

担保融資スキーム』（ビジネスモデル特許出願中）の開発を行ったほか、当社が提供する統合型資産管理サービス「Ｃ－ｘ」が、

「現物資産」を中心とした資産管理サービスとしては初の「ＡＳＰ・ＳａａＳ安全・信頼性に係る情報開示認定」を取得するな

どサービス品質の向上に努めてまいりました。 

・ また、オートリース事業におきましては、当社連結子会社の東京オートリース株式会社が、住信・パナソニックフィナンシャル

サービス株式会社の自動車リース事業に係る資産を譲り受けるとともに、同社の自動車リース事業に係る業務を全面的に受託す

る旨の業務提携を締結し、当社連結子会社の株式会社オリコオートリース、当社持分法適用関連会社の日本カーソリューション

ズ株式会社及びその連結子会社の昭和オートレンタリース株式会社を含めたグループ全体の管理台数は約 40 万台の規模となり、

オートリース事業の営業基盤の拡充に努めてまいりました。 

・ さらには、株式会社ＩＨＩと、同社連結子会社で主にＩＨＩグループ及び取引先企業向けに金融事業を行う株式会社ＩＨＩファ

イナンスサポートの株式の取得に関する基本合意を締結し、今後広範囲な分野において協力関係を構築するための本格的な協議

を開始するなど、事業領域の拡大に向け積極的に取り組んでまいりました。 

 

② 経営コスト管理の強化による会社収益力の向上 

・ 景況感を背景に不況型の企業倒産が発生する中、厳格な与信判断と与信管理体制の充実に努め、信用コストの抑制を図ってまい

りました。 

・ また、ＡＬＭ（資産負債の総合管理）機能の充実により、金利リスク、流動性リスクなどの市場リスクをコントロールすると

ともに、ＣＰ市場の起債環境の好転からＣＰ発行残高を増大させ、資金原価の低減に注力してまいりました。 

 

③ 経営基盤の強化と経営効率性の向上 

・ コンプライアンス、内部統制システム、リスク管理などの態勢強化に努め、経営基盤の強化を図ってまいりました。 

・ また、早期に統合シナジーを創出すべく、重複する営業拠点やグループ会社の業務、中国現地法人の統合を速やかに実施する

とともに、基幹システムの統合に向けた整備を進め、経営効率化にも積極的に取り組んでまいりました。 

 

事業の成果としましては、当連結会計年度の契約実行高は6,241億82百万円（前連結会計年度比99.4％増）となりました。 

損益面については、売上高は7,586億74百万円（前連結会計年度比184.4％増）となりました。また、売上総利益は651億５百万

円（同207.4％増）、営業利益は302億95百万円（同256.0％増）、経常利益は334億14百万円（同238.5％増）、当期純利益は255

億41百万円（同328.7％増）となりました。 
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   （単位：百万円、％） 

前連結会計年度 当連結会計年度 増   減 

自平成20年 4月 1日 自平成21年 4月 1日 

 

至平成21年 3月31日 至平成22年 3月31日 
金額 増減率 

売上高 266,729 758,674 491,944 184.4% 

営業利益 8,510 30,295 21,784 256.0% 

経常利益 9,870 33,414 23,543 238.5% 

当期純利益 5,957 25,541 19,584 328.7% 

（注）増減金額及び増減率は旧センチュリー・リーシング・システム株式会社の前連結会計年度との対比であります。 

 

（セグメント別業績の概況） 

 

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。（営業利益は配賦不能営業費用控除前の営業利益を記載しております。） 

なお、東京リース株式会社との合併により、すべてのセグメントにおいて契約実行高、売上高が大幅に増加しております。 

 

① 賃貸事業 

賃貸事業では、契約実行高は4,281億84百万円（前連結会計年度比105.7％増）となりました。また、売上高は6,358億８百万

円（前連結会計年度比186.2％増）、営業利益は352億22百万円(同205.8％増）となりました。 

 

② 割賦販売事業 

割賦販売事業では、契約実行高は510億77百万円（前連結会計年度比122.9％増）となりました。また、売上高は1,054億12

百万円（前連結会計年度比159.5％増）、営業利益は9億73百万円(同503.5％増）となりました。 

 

③ 営業貸付事業 

営業貸付事業では、契約実行高は1,314億12百万円（前連結会計年度比68.6％増）となりました。また、売上高は81億25百

万円（前連結会計年度比258.7％増）、営業利益は10億５百万円(同346.9％増）となりました。 

 

④ その他の事業 

その他の事業では、契約実行高は135億７百万円（前連結会計年度比242.2％増）となりました。また、売上高は93億27百万

円（前連結会計年度比443.9％増）、営業利益は12億94百万円(同360.3％増）となりました。 

 

 
（2）財政状態に関する分析 

 
（資産、負債及び純資産の状況） 

 

① 総資産 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べて１兆2,869億42百万円（152.1％）増加し２兆1,328億92百万円と

なりました。主な要因は、東京リース株式会社との合併により営業資産が増加したことであります。 

 

１)営業資産 

当連結会計年度末の営業資産残高は、前連結会計年度末に比べて賃貸事業が8,650億41百万円（158.7％）増加し１兆4,101

億９百万円、割賦販売事業が1,125億46百万円（127.9％）増加し2,005億39百万円、営業貸付事業が1,683億41百万円（190.5％）

増加し2,566億93百万円、その他の事業は649億39百万円増加し706億13百万円となりました。この結果、営業資産残高合計

では前連結会計年度末に比べて１兆2,108億68百万円（166.5％）増加し、１兆9,379億55百万円となりました。 
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② 負債 

当連結会計年度末の負債は、主として東京リース株式会社との合併による有利子負債の増加により、前連結会計年度末に比べて

１兆1,895億96百万円（151.5％）増加し１兆9,747億76百万円となりました。 

 

1)有利子負債 

有利子負債は、前連結会計年度末に比べて１兆591億23百万円（153.4％）増加し１兆7,497億75百万円となりました。 

有利子負債の内訳でみると、短期調達においては、主にコマーシャル・ペーパーが3,498億円（194.7％）増加し5,295億円、

短期借入金が827億31百万円（66.9％）増加し2,064億16百万円となったことから、前連結会計年度末に比べて4,405億31百

万円（143.3％）増加し7,479億16百万円となりました。長期調達においては、主に長期借入金が6,182億28百万円（210.6％）

増加し9,117億29百万円となったことから、前連結会計年度末に比べて6,185億91百万円（161.4％）増加し１兆18億59百万

円となりました。 

 

③ 純資産 

純資産は前連結会計年度末に比べて973億45百万円（160.2％）増加し1,581億15百万円となりました。主な要因は、東京リー

ス株式会社との合併等により利益剰余金が675億79百万円（154.6％）増加したこと及び資本金が223億63百万円（188.5％）増

加したことであります。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末と比べて0.1ポイント低下し7.1％となりました。 

 

 

（キャッシュ･フローの状況） 
 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、509億47百万円となりました。 
 

① 営業活動によるキャッシュ･フロー 

営業活動では、1,943億８百万円の収入となりました。これは、税金等調整前当期純利益が331億64百万円、リース債権及びリ

ース投資資産の減少による収入が767億７百万円、割賦債権の減少による収入が577億86百万円、賃貸資産減価償却費及び除却損

が487億68百万円に対し、賃貸資産の取得による支出が235億50百万円、利息の支払額が210億65百万円となったことが主因で

あります。 

 

② 投資活動によるキャッシュ･フロー 

投資活動では、投資有価証券の売却及び償還による７億90百万円の収入等に対し、社用資産、投資有価証券及び子会社株式の取

得による79億73百万円の支出等により、89億48百万円の支出となりました。 

 

③ 財務活動によるキャッシュ･フロー 

短期調達においては、短期債権流動化による調達を実施しましたが、短期借入金の返済及びコマーシャル・ペーパーの償還によ

り、合計で1,376億65百万円の支出となりました。一方、長期調達においては、長期借入金の返済、債権流動化による調達の償還

及び社債の償還により、合計で1,663億68百万円の支出となりました。これらにより、財務活動全体では、3,061億46百万円の支

出となりました。 
 
なお、平成21年４月１日付の東京リース株式会社との合併及びそれに伴う連結子会社の増加により、現金及び現金同等物の期首

残高が1,042億93百万円増加しております。 

 

 

（次期の見通し） 

 

民間設備投資の低迷や「不況型」企業倒産の継続などの厳しい業界環境に加え、国際会計基準の導入や国内企業のグローバル化

など当社を取り巻く経営環境は今後も大きく変化していくことが予想されます。 

このような見通しの中、当社は顧客基盤を最大限に活かした営業活動を進めるとともに、資金原価や信用コストの一層の抑制

を図り収益性の向上に努めてまいります。 
以上により、平成23年３月期の連結業績については、売上高6,900億円（前連結会計年度比9.1％減）、営業利益315億円（同

4.0％増）、経常利益340億円（同1.8％増）、当期純利益195億円（同23.7％減）を見込んでおります。 
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(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 

当社グループは、継続的な業容の拡大や企業体質の強化に向けた取り組みが企業価値の増大につながるものと考え、それらを実現す

るために内部留保の充実を図るとともに、株主の皆様に対しましては、長期的かつ安定的に利益還元を行うことを基本方針としており

ます。 

なお、内部留保資金につきましては、良質な営業資産の購入資金に充当するなど今後の経営に有効に活用してまいります。 

当期の配当につきましては、期初に年間１株当たり28円の予想とさせていただき、１株当たり14円の中間配当を実施いたしました。

期末配当につきましては、平成22年２月８日付「平成22年３月期（第41期）期末配当予想の修正（増配及び合併記念配当の実施）に

関するお知らせ」にて公表しましたとおり、期初の期末配当予想に対して 1 株当たり２円の増配及び２円の合併記念配当を実施し１株

当たり18円とさせていただく予定です。これにより、年間配当は１株当たり32円となる予定であります。 

また、次期の配当金につきましては、株主の皆様からのご支援にお応えするべく、当社の利益還元方針に基づき、１株当たり年間

32円（中間配当金16円、期末配当金16円）とさせていただく予定であります。 
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２．企業集団の状況

   連結子会社    持分法適用関連会社  非連結子会社    その他の関係会社

東
　
京
　
セ
　
ン
　
チ
　

ュ
　
リ
　
ー

　
リ
　
ー

　
ス
　
株
　
式
　
会
　
社

顧
　
客
　

（
　
ユ
　
ー

　
ザ
　
ー

　

）

東京オートリース株式会社
株式会社オリコオートリース
富士通リース株式会社
エス・ディー・エル株式会社
株式会社アイテックリース

設備の賃貸等
賃貸事業・割賦販売事業

    営業貸付事業・その他の事業
設備の賃貸等

センチュリー・ビジネス・サービス株式会社
東京リース管財株式会社

設備の賃貸等

設備の賃貸等

賃貸事業・営業貸付事業

その他の事業

株式会社TRY
賃貸物件の売買等 　賃貸事業・その他の事業

ＴＣビジネスサービス株式会社
業務の委託

Century Tokyo Leasing（Singapore）Pte．Ltd.
Century Tokyo Capital（Malaysia）Sdn．Bhd.
Tokyo Leasing（Hong Kong）Ltd.
Century Tokyo Leasing（USA）Inc.
Tokyo Leasing（UK）Plc
東瑞盛世利融資租賃有限公司
他計56社

賃貸事業・割賦販売事業資金の貸付・債務保証

日本カーソリューションズ株式会社
ウエスタンリース株式会社

　　 設備の賃貸等

設備の賃貸等

賃貸事業・割賦販売事業

　　営業貸付事業・その他の事業

統一東京股份有限公司
TISCO TOKYO LEASING CO.,LTD
他計３社

賃貸事業・割賦販売事業

賃貸事業・割賦販売事業・営業貸付事業・その他の事業

ティーエルシーフリージア有限会社
他計25社

賃貸事業・その他の事業

ティーエルシーキャピタル株式会社
他計91社

賃貸事業

他非連結子会社計９社

伊藤忠商事株式会社

設備の賃貸等

設備の購入等

営業貸付事業・その他の事業

賃貸事業・割賦販売事業

営業貸付事業・その他の事業

TLCレッドパイン有限会社他計４社
債権の譲渡 　賃貸事業・割賦販売事業

賃貸事業・その他の事業組合出資等

資金の貸付等

　当社グループは、当社、子会社194社及び関連会社５社で構成され、主として情報関連機器、通信機器、各種機械設備の賃貸
事業、割賦販売事業を営んでおり、各事業に関連するサービス等の事業活動を展開しております。
　前記の他にその他の関係会社１社(伊藤忠商事株式会社)があります。

 当社グループの主な事業内容は次のとおりであり、その事業の区分は事業の種類別セグメント情報における事業区分と同一で
あります。
（１）賃貸事業･･････････情報・事務用機器、産業工作機械、土木建設機械等の賃貸業務（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･･････商業設備、生産設備、輸送用機器等の割賦販売業務
（３）営業貸付事業･･････金銭の貸付業務等
（４）その他の事業･･････営業目的の有価証券及び匿名組合等への出資等の投資業務、建物転貸取引業務、手数料取引業務等

（事業系統図）
　　当社グループの当該事業に係る位置付けを事業系統図によって示すと、次のとおりであります。

(注)１．当社と子会社及び関連会社との主な取引は、子会社等へのコンピュータ、事務機器等の賃貸及び事業資金の貸付並び
        に子会社等からの社用車の賃借等であります。
　　２．当社とその他の関係会社である伊藤忠商事株式会社との主な取引は、リース・割賦物件の購入及びコンピュータ事務
        機器等の賃貸であります。
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３．経営方針 
 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、経営理念および経営方針を以下のとおり定め、社会に対する企業責任を積極的に果たしてまいります。 

 

【経営理念】 

「東京センチュリーリースグループは、チャレンジする総合ファイナンス・サービス企業として、お客さまと共に成長し、 

社会に貢献します。」 

 

＜経営方針＞ 

   ・お取引先との連携や、グループの総力の結集をもって、最良の商品・サービスを提供し、お客さま満足の向上と信頼の獲得に 

努めます。 

・透明性の高い健全経営により企業価値を高め、持続的成長を果たします。 

・人材育成と自己研鑽の風土を醸成し、すべての役職員が、成長・誇りを実感できる企業を目指します。 

・企業の社会的責任を常に意識し、誠実に事業活動を行います。 

 

 

(2) 目標とする経営指標 

平成22年度を初年度とする中期経営計画において、最終年度である平成24年度の経営目標数値を以下のとおりとしました。  
 

 平成24年度 

連結目標 

経 常 利 益     ３５０億円以上 

営 業 資 産 ２兆円以上 

自 己 資 本 比 率 ８．５％以上 

 
 

なお、文中における将来に関する事項は、発表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。 

 

(3) 中期的な会社の経営戦略および対処すべき課題 
 
当社は2010年度から2012年度までの中期経営計画を策定し、同計画を統合シナジーの最大化と次なる成長ステージの変革シナリオ

として位置付け、４つの基本方針のもと、営業基盤と経営基盤の強化を図ることで、業界のリーディングカンパニーとして新たな飛躍

と成長を目指してまいります。 

 

【新中期経営計画の基本方針】 

 

① 顧客志向（ＣＳ）経営の徹底推進 

顧客満足度の向上を意識したＣＳ経営の徹底を図り、顧客ニーズに適応した商品・サービスを開発して提供いたします。 

 

② 変化に対応するコア事業の進化 

顧客・チャネル基盤を最大限に活かした営業活動を推進し、モノ・業種・分野に対する専門性の向上による得意分野を構築する

とともに、ノンバンクならではの機動的なファイナンス事業を拡大いたします。 

 

③ 事業領域の戦略的拡大 

中国・アジアを重点戦略地域としてグローバルに事業領域を拡大する一方、成長期待分野（環境・エネルギー、食料・農業、医

療・福祉）への取り組みや、有力企業とのＭ＆Ａを含めたアライアンスを推進いたします。 

 

④ 経営基盤の強化 

連結経営の強化を図るとともに、金融環境の変化に柔軟に対応する財務基盤を構築し、生産性・効率性を向上しながら、適切な

内部統制システム、コンプライアンス態勢を構築いたします。 
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【経営戦略】 

 

① 営業基盤の強化 

・顧客・チャネル基盤を活かした営業基盤強化 

・専門性の向上 

・成長期待分野への注力 

・アジア地域における事業の推進・拡大 

・オートリース事業の更なる強化 

・顧客利便性を向上させるためのサービスの高度化 

・営業支援機能の強化 

 

② 経営基盤の強化 

・連結経営強化によるグループ総合力の向上 

・財務基盤の強化 

・リスクコントロールの高度化 

・経営効率の向上 

・人材の開発と有効活用 
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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 67,387 31,632

割賦債権 96,134 214,459

リース債権及びリース投資資産 506,121 1,288,872

営業貸付金 37,693 －

その他の営業貸付債権 50,657 －

営業貸付債権 － 256,693

営業投資有価証券 － 63,981

その他の営業資産 － 1,452

賃貸料等未収入金 5,356 17,742

有価証券 － 20,000

商品及び製品 65 961

繰延税金資産 411 4,223

その他の流動資産 10,346 42,069

貸倒引当金 △3,380 △9,993

流動資産合計 770,794 1,932,095

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産 38,831 121,658

社用資産 936 3,228

有形固定資産合計 39,767 124,886

無形固定資産   

賃貸資産 114 331

その他の無形固定資産 1,064 4,007

無形固定資産合計 1,178 4,339

投資その他の資産   

投資有価証券 22,167 43,270

固定化営業債権 4,714 －

破産更生債権等 － 11,069

繰延税金資産 3,653 7,871

その他の投資 4,737 13,582

貸倒引当金 △1,062 △4,223

投資その他の資産合計 34,210 71,571

固定資産合計 75,155 200,796

資産合計 845,950 2,132,892
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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 46,721 95,690

短期借入金 123,684 206,416

1年内償還予定の社債 10,000 500

1年内返済予定の長期借入金 88,815 336,745

コマーシャル・ペーパー 179,700 529,500

債権流動化に伴う支払債務 4,000 12,000

1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債
務

36,637 44,963

リース債務 4,837 13,751

未払法人税等 28 2,150

割賦未実現利益 8,141 13,920

賞与引当金 590 1,546

役員賞与引当金 40 64

その他の流動負債 8,472 35,625

流動負債合計 511,669 1,292,873

固定負債   

社債 500 －

長期借入金 204,686 574,984

債権流動化に伴う長期支払債務 42,628 44,666

リース債務 10,258 13,350

繰延税金負債 － 3,258

退職給付引当金 744 980

役員退職慰労引当金 － 50

メンテナンス引当金 － 162

負ののれん － 1,303

その他の固定負債 14,691 43,145

固定負債合計 273,509 681,903

負債合計 785,179 1,974,776

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,867 34,231

資本剰余金 5,537 5,537

利益剰余金 43,712 111,292

自己株式 △1 △8

株主資本合計 61,117 151,052

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 40 1,796

繰延ヘッジ損益 △426 1,291

為替換算調整勘定 △157 △3,749
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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) 

評価・換算差額等合計 △544 △661

少数株主持分 197 7,725

純資産合計 60,770 158,115

負債純資産合計 845,950 2,132,892
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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 266,729 758,674

売上原価 245,551 693,569

売上総利益 21,177 65,105

販売費及び一般管理費 12,667 34,809

営業利益 8,510 30,295

営業外収益   

受取利息 55 153

受取配当金 229 499

持分法による投資利益 1,365 909

負ののれん償却額 － 890

為替差益 － 1,762

その他の営業外収益 176 510

営業外収益合計 1,827 4,725

営業外費用   

支払利息 354 1,322

その他の営業外費用 112 284

営業外費用合計 467 1,606

経常利益 9,870 33,414

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 2,146

リース会計基準の適用に伴う影響額 525 －

投資有価証券売却益 229 169

その他 31 51

特別利益合計 787 2,367

特別損失   

合併関連費用 433 2,058

投資有価証券評価損 1,006 246

退職給付制度改定損 145 －

その他 97 312

特別損失合計 1,682 2,617

税金等調整前当期純利益 8,975 33,164

法人税、住民税及び事業税 1,195 4,799

法人税等調整額 1,811 2,292

法人税等合計 3,007 7,091

少数株主利益又は少数株主損失（△） 10 531

当期純利益 5,957 25,541
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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 11,867 11,867

当期変動額   

合併による増加 － 22,363

当期変動額合計 － 22,363

当期末残高 11,867 34,231

資本剰余金   

前期末残高 5,537 5,537

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,537 5,537

利益剰余金   

前期末残高 39,214 43,712

当期変動額   

合併による増加 － 44,260

剰余金の配当 △1,459 △2,222

当期純利益 5,957 25,541

自己株式の処分 － 0

その他 － △0

当期変動額合計 4,498 67,579

当期末残高 43,712 111,292

自己株式   

前期末残高 △0 △1

当期変動額   

合併による増加 － △0

自己株式の取得 △0 △7

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 △0 △7

当期末残高 △1 △8

株主資本合計   

前期末残高 56,619 61,117

当期変動額   

合併による増加 － 66,623

剰余金の配当 △1,459 △2,222

当期純利益 5,957 25,541

自己株式の取得 △0 △7

自己株式の処分 － 0

その他 － △0

当期変動額合計 4,497 89,935

当期末残高 61,117 151,052
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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 1,103 40

当期変動額   

合併による増加 － △180

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,062 1,936

当期変動額合計 △1,062 1,756

当期末残高 40 1,796

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △276 △426

当期変動額   

合併による増加 － 2,189

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △150 △471

当期変動額合計 △150 1,718

当期末残高 △426 1,291

為替換算調整勘定   

前期末残高 21 △157

当期変動額   

合併による増加 － △4,018

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △179 426

当期変動額合計 △179 △3,592

当期末残高 △157 △3,749

評価・換算差額等合計   

前期末残高 847 △544

当期変動額   

合併による増加 － △2,009

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,391 1,891

当期変動額合計 △1,391 △117

当期末残高 △544 △661

少数株主持分   

前期末残高 231 197

当期変動額   

合併による増加 － 7,837

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △34 △309

当期変動額合計 △34 7,527

当期末残高 197 7,725

純資産合計   

前期末残高 57,698 60,770

当期変動額   

合併による増加 － 72,451

剰余金の配当 △1,459 △2,222

当期純利益 5,957 25,541

自己株式の取得 △0 △7

自己株式の処分 － 0

その他 － △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,425 1,581

当期変動額合計 3,071 97,345

当期末残高 60,770 158,115
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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 8,975 33,164

賃貸資産減価償却費 8,903 25,575

賃貸資産除却損 1,910 23,192

社用資産減価償却費及び除売却損 447 2,164

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 1,006 246

為替差損益（△は益） 3 △1,801

貸倒引当金の増減額（△は減少） 992 △13,645

賞与引当金の増減額（△は減少） △15 433

退職給付引当金の増減額（△は減少） △426 △302

受取利息及び受取配当金 △284 △652

資金原価及び支払利息 7,820 21,322

持分法による投資損益（△は益） △1,365 △909

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △229 △169

リース会計基準の適用に伴う影響額 △525 －

割賦債権の増減額（△は増加） 15,287 57,786

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増
加）

△17,527 76,707

営業貸付金の増減額（△は増加） 3,845 －

その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） △14,664 －

営業貸付債権の増減額（△は増加） － 4,932

営業投資有価証券の増減額（△は増加） － △7,796

賃貸資産の取得による支出 △8,150 △23,550

固定化営業債権の増減額（△は増加） △2,328 －

破産更生債権等の増減額（△は増加） － 15,345

仕入債務の増減額（△は減少） 3,265 △4,941

その他 956 9,701

小計 7,896 216,805

利息及び配当金の受取額 435 831

利息の支払額 △8,546 △21,065

法人税等の支払額 △5,328 △2,263

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,543 194,308
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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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

社用資産の売却による収入 0 8

社用資産の取得による支出 △702 △1,678

投資有価証券の売却及び償還による収入 2,375 790

投資有価証券の取得による支出 △4,070 △5,524

子会社株式の取得による支出 － △770

貸付金の回収による収入 3,002 1

貸付けによる支出 △3,000 －

その他 113 △1,776

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,282 △8,948

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） 6,501 △151,065

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） △15,000 16,700

長期借入れによる収入 90,958 209,614

長期借入金の返済による支出 △93,008 △294,620

債権流動化による収入 91,717 5,141

債権流動化の返済による支出 △8,450 △76,303

社債の償還による支出 △4,000 △13,500

配当金の支払額 △1,459 △2,222

自己株式の売却による収入 － 0

自己株式の取得による支出 △0 △7

その他 238 116

財務活動によるキャッシュ・フロー 67,497 △306,146

現金及び現金同等物に係る換算差額 △133 52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 59,538 △120,733

現金及び現金同等物の期首残高 7,849 67,387

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 71,132

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 33,161

現金及び現金同等物の期末残高 67,387 50,947
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（５）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
 

該当事項はありません。 

 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
１．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

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しております。）を採用しております。 

なお、組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品は、複合金融商品全体を

時価評価し、評価差額を当連結会計年度の損益に計上しております。 

 

時価のないもの 

移動平均法による原価法又は償却原価法を採用しております。 

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により

有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近

の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。 

 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「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、流動資産の「営業投資有価証券」が31百万円増加し、「繰延税金資産」が12百万円減

少しております。また、「その他有価証券評価差額金」が18百万円増加しております。 

 
(2) 重要な引当金の計上基準 

① 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。 

過去勤務債務は、その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）による定額法

により、または全額を発生時の連結会計年度において費用処理しております。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(５年または10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理し

ております。 

なお、厚生年金基金については、複数事業主制度を採用しており、当該年金基金への要拠出額を退

職給付費用として処理しております。 

 

（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。 

なお、本会計基準の適用に伴う退職給付債務の変動はないため、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。 

 

 
なお、上記の事項以外は、最近の有価証券報告書（平成21年６月17日提出）における記載から重要な変更が

ないため開示を省略しております。 
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（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 
 
１．連結の範囲に関する事項の変更 

平成21年４月１日付の東京リース㈱との合併に伴い、当連結会計年度より同社の子会社であった東京

オートリース㈱他計97社を新たに連結の範囲に含めております。 

由良風力プラントリース合同会社は当連結会計年度に新たに設立したため、連結の範囲に含めておりま

す。また、ティーエルシー・エリカ㈲他計４社については事業目的が終了し重要性がなくなったことによ

り、Epoch Shipping S.A.他計３社は清算結了したことにより、連結の範囲から除外しております。 

また、連結子会社であった東瑞融資租賃有限公司と盛世利（中国）租賃有限公司は平成22年１月１日に

合併し、商号を東瑞盛世利融資租賃有限公司に変更しております。 

 
２．持分法の適用に関する事項の変更 

平成21年４月１日付の東京リース㈱との合併に伴い、当連結会計年度より同社の持分法適用関連会社で

あった統一東京股份有限公司他計４社を新たに持分法適用の関連会社に含めております。 

 

３．会計処理の原則及び手続の変更 
 
（営業投資有価証券） 

従来は、営業目的の金融収益を得るために所有する有価証券等について、非営業取引として会計処理す

る方法を採っておりましたが、東京リース株式会社との合併に伴い会計処理を見直した結果、当連結会計

年度より営業取引として処理する方法に変更しております。 

これにより、当連結会計年度の売上高は217百万円、営業利益は103百万円それぞれ増加しており、営業

外収益が217百万円、営業外費用が114百万円それぞれ減少しております。また、流動資産の「営業投資有

価証券」が5,488百万円増加し、投資その他の資産の「投資有価証券」が同額減少しております。 
 

（排出権） 

従来は、排出権に係わる投資について、将来の自社利用を見込んで取得するものとして会計処理しており

ましたが、取得目的の見直しを行った結果、当連結会計年度より第三者に販売する目的で取得するものと

して処理する方法に変更しております。 

これにより損益に与える影響はありません。 

 

４．表示方法の変更 
 
（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度において、「営業貸付金」及び「その他の営業貸付債権」として表示しておりましたもの

は、当連結会計年度より一括して「営業貸付債権」として表示しております。 
 
前連結会計年度において、無形固定資産の「その他の無形固定資産」に含めて表示しておりました「排出

権」（前連結会計年度は６百万円）は、当連結会計年度より「商品及び製品」に含めて表示しております。 
 
前連結会計年度において、「固定化営業債権」として表示しておりましたものは、当連結会計年度より

「破産更生債権等」として表示しております。 
 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度において、営業外収益の「その他の営業外収益」に含めて表示しておりました「為替差

益」（前連結会計年度は５百万円）は営業外収益総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より区分

掲記しております。 
 
（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示しておりました「営業貸付金の

増減額」及び「その他の営業貸付債権の増減額」は、当連結会計年度より「営業貸付債権の増減額」として

表示しております。 
 
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示しておりました「固定化営業債

権の増減額」は、当連結会計年度より「破産更生債権等の増減額」として表示しております。 
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（８）連結財務諸表に関する注記事項 

 

（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

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） 

(単位：百万円) 

 賃貸事業 
割 賦 販売
事 業

営業貸付
事 業

その他の
事 業

計 
消去 
又は全社 

連 結

Ⅰ 売上高及び営業損益    

売 上 高    

(1）外部顧客に対する売上高 222,128 40,621 2,265 1,715 266,729 － 266,729

(2）セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ － － － － － －

計 222,128 40,621 2,265 1,715 266,729 － 266,729

営 業 費 用 210,612 40,459 2,040 1,433 254,546 3,673 258,219

営 業 利 益 11,516 161 224 281 12,183 (3,673) 8,510

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

   

資   産 556,306 97,547 90,844 6,511 751,210 94,739 845,950

減価償却費 8,901 － － － 8,901 442 9,343

資本的支出 8,142 － － － 8,142 423 8,566

(注）１．事業区分は、主たる営業取引の種類により区分しております。 

２．各事業の主な品目は次のとおりであります。 
 

(1) 賃貸事業………情報関連機器・事務用機器、産業工作機械、土木建設機械、輸送用機器、医療機器、 

商業・サービス業用機械設備等の賃貸業務（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…商業設備、生産設備、輸送用機器等の割賦販売業務 

(3) 営業貸付事業…金銭の貸付業務等 

(4) その他の事業…建物転貸取引業務、手数料取引業務等 
 

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3,673百万円であり、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の金額は94,739百万円であり、当社での余資運用資金

（現金及び預金等）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

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、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、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べて当連結会計年度の賃貸事業の営業利益が282百万円減

少しております。 
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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） 

(単位：百万円)  

 賃貸事業 
割 賦 販売
事 業

営業貸付
事 業

その他の
事 業

計 
消去 
又は全社 

連 結

Ⅰ 売上高及び営業損益    

売 上 高    

(1）外部顧客に対する売上高 635,808 105,412 8,125 9,327 758,674 － 758,674

(2）セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ － － 654 654 (654) －

計 635,808 105,412 8,125 9,982 759,329 (654) 758,674

営 業 費 用 600,586 104,438 7,120 8,687 720,833 7,545 728,378

営 業 利 益 35,222 973 1,005 1,294 38,495 (8,200) 30,295

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

   

資   産 1,466,555 225,302 264,066 78,630 2,034,554 98,337 2,132,892

減価償却費 25,575 － － － 25,575 2,050 27,625

資本的支出 23,551 － － － 23,551 3,216 26,768

(注）１．事業区分は、主たる営業取引の種類により区分しております。 

２．各事業の主な品目は次のとおりであります。 
 

(1) 賃貸事業………情報関連機器・事務用機器、産業工作機械、土木建設機械、輸送用機器、医療機器、 

商業・サービス業用機械設備等の賃貸業務（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…商業設備、生産設備、輸送用機器等の割賦販売業務 

(3) 営業貸付事業…金銭の貸付業務等 

(4) その他の事業…営業目的の有価証券及び匿名組合等への出資等の投資業務、建物転貸取引業務、手数料

取引業務等 
 

３．当連結会計年度における東京リース株式会社との合併等により、セグメント資産が前連結会計年度末に比

べて賃貸事業は910,248百万円、割賦販売事業は127,754百万円、営業貸付事業は173,222百万円、その他の

事業は72,119百万円それぞれ増加しております。 

４．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7,545百万円であり、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。 

５．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は98,337百万円であり、当社での余資運用資金

（現金及び預金等）、長期投資資金（投資有価証券）、破産更生債権等及び管理部門に係る資産等であり

ます。 

６．会計処理方法の変更 

19ページに記載のとおり、金融収益を得るために所有する有価証券等について、当連結会計年度より

営業取引として会計処理する方法に変更しております。 

これにより、従来の方法によった場合と比べて当連結会計年度のその他の事業の売上高は217百万円、

営業利益は60百万円それぞれ増加しております。 
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２．所在地別セグメント情報 

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）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。 

 

３．海外売上高 

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、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。 

 

 

（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株当たり当期純利益金額 

1,162円 07銭

114円 29銭

 

 

１株当たり純資産額 

１株当たり当期純利益金額 

1,410円 61銭

239円 57銭

（注）１．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金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 
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）

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） 5,957  25,541 

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） 5,957  25,541 

普通株式の期中平均株式数 （千株） 52,125  106,616 

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

 

（開示の省略） 

リース取引、関連当事者情報、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、ストックオ

プション等、企業結合等、賃貸等不動産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。 
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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 65,816 22,894

受取手形 2 28

割賦債権 93,060 144,609

リース債権 11,279 31,032

リース投資資産 491,868 961,651

営業貸付金 34,594 184,097

その他の営業貸付債権 50,550 65,127

営業投資有価証券 － 64,887

その他の営業資産 － 1,452

賃貸料等未収入金 5,418 9,708

有価証券 － 17,000

商品及び製品 － 160

前渡金 5,057 4,529

前払費用 979 4,657

繰延税金資産 359 3,182

未収収益 563 1,492

関係会社短期貸付金 3,384 65,951

その他の流動資産 3,703 12,648

貸倒引当金 △3,376 △9,290

流動資産合計 763,262 1,585,821

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産   

賃貸資産 38,772 54,893

賃貸資産合計 38,772 54,893

社用資産   

建物（純額） 243 498

構築物（純額） 2 2

器具備品（純額） 168 384

土地 432 1,326

リース賃借資産（純額） 59 158

社用資産合計 907 2,371

有形固定資産合計 39,680 57,265

無形固定資産   

賃貸資産   

賃貸資産 114 331

賃貸資産合計 114 331

その他の無形固定資産   

ソフトウエア 1,031 3,298

その他 14 32

その他の無形固定資産合計 1,046 3,330

無形固定資産合計 1,160 3,662

投資その他の資産   

投資有価証券 11,903 31,333

関係会社株式 5,128 32,955

出資金 8 13
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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) 

関係会社出資金 － 4,206

従業員に対する長期貸付金 5 3

関係会社長期貸付金 290 14,264

固定化営業債権 4,714 －

破産更生債権等 － 8,049

長期前払費用 596 2,474

繰延税金資産 3,647 6,705

その他の投資 4,124 6,831

貸倒引当金 △1,063 △2,801

投資その他の資産合計 29,356 104,035

固定資産合計 70,196 164,962

資産合計 833,459 1,750,784

負債の部   

流動負債   

支払手形 5,363 7,430

買掛金 41,087 58,003

短期借入金 121,900 156,083

1年内償還予定の社債 10,000 500

1年内返済予定の長期借入金 88,623 246,093

コマーシャル・ペーパー 179,700 503,500

債権流動化に伴う支払債務 4,000 12,000

1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債
務

36,637 44,963

リース債務 4,842 11,722

未払金 798 4,047

未払費用 1,282 1,504

未払法人税等 － 984

賃貸料等前受金 533 643

預り金 5,351 12,856

前受収益 571 2,000

割賦未実現利益 7,311 8,644

賞与引当金 565 1,361

役員賞与引当金 40 50

その他の流動負債 － 6,161

流動負債合計 508,608 1,078,549

固定負債   

社債 500 －

長期借入金 202,318 445,487

債権流動化に伴う長期支払債務 42,628 44,666

リース債務 10,281 12,596

退職給付引当金 744 636

受取保証金 8,477 21,894

その他の固定負債 6,165 19,923

固定負債合計 271,116 545,205

負債合計 779,724 1,623,754
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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 11,867 34,231

資本剰余金   

資本準備金 5,537 5,537

資本剰余金合計 5,537 5,537

利益剰余金   

利益準備金 86 992

その他利益剰余金   

別途積立金 30,600 62,100

繰越利益剰余金 6,029 23,135

利益剰余金合計 36,715 86,227

自己株式 △1 △8

株主資本合計 54,119 125,988

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 41 1,760

繰延ヘッジ損益 △426 △719

評価・換算差額等合計 △385 1,041

純資産合計 53,734 127,029

負債純資産合計 833,459 1,750,784

東京センチュリーリース㈱ （8439） 平成22年３月期 決算短信

25



（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 220,676 460,078

割賦売上高 40,393 81,665

営業貸付収益 2,196 7,724

その他の売上高 1,466 4,827

売上高合計 264,733 554,296

売上原価   

リース原価 198,455 408,599

割賦原価 37,377 76,756

資金原価 7,297 13,889

その他の売上原価 1,180 3,306

売上原価合計 244,311 502,551

売上総利益 20,422 51,744

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び賞与 3,495 9,396

賞与引当金繰入額 560 1,360

役員賞与引当金繰入額 40 50

退職給付費用 26 307

役員退職慰労引当金繰入額 8 －

福利厚生費 685 1,841

賃借料 750 2,334

コンピュータ費 1,326 2,339

減価償却費 37 1,577

貸倒引当金繰入額 3,757 5,382

その他 1,578 2,885

販売費及び一般管理費合計 12,265 27,476

営業利益 8,157 24,267

営業外収益   

受取利息 78 1,067

受取配当金 378 1,071

不動産賃貸料 54 －

その他の営業外収益 139 450

営業外収益合計 650 2,589

営業外費用   

支払利息 378 2,011

その他の営業外費用 121 237

営業外費用合計 499 2,248

経常利益 8,307 24,608
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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) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 2,167

投資有価証券売却益 229 169

リース会計基準の適用に伴う影響額 525 －

その他 31 35

特別利益合計 787 2,372

特別損失   

投資有価証券評価損 1,006 246

合併関連費用 433 2,057

退職給付制度改定損 145 －

その他 95 124

特別損失合計 1,680 2,428

税引前当期純利益 7,414 24,552

法人税、住民税及び事業税 1,093 2,769

法人税等調整額 1,796 1,301

法人税等合計 2,890 4,070

当期純利益 4,524 20,481
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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 11,867 11,867

当期変動額   

合併による増加 － 22,363

当期変動額合計 － 22,363

当期末残高 11,867 34,231

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 5,537 5,537

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,537 5,537

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 86 86

当期変動額   

合併による増加 － 906

当期変動額合計 － 906

当期末残高 86 992

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 26,600 30,600

当期変動額   

合併による増加 － 28,000

別途積立金の積立 4,000 3,500

当期変動額合計 4,000 31,500

当期末残高 30,600 62,100

繰越利益剰余金   

前期末残高 6,964 6,029

当期変動額   

合併による増加 － 2,346

別途積立金の積立 △4,000 △3,500

剰余金の配当 △1,459 △2,222

当期純利益 4,524 20,481

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 △935 17,106

当期末残高 6,029 23,135

利益剰余金合計   

前期末残高 33,650 36,715
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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) 

当期変動額   

合併による増加 － 31,252

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △1,459 △2,222

当期純利益 4,524 20,481

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 3,064 49,512

当期末残高 36,715 86,227

自己株式   

前期末残高 △0 △1

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △7

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 △0 △7

当期末残高 △1 △8

株主資本合計   

前期末残高 51,055 54,119

当期変動額   

合併による増加 － 53,616

剰余金の配当 △1,459 △2,222

当期純利益 4,524 20,481

自己株式の取得 △0 △7

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 3,064 71,869

当期末残高 54,119 125,988

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,100 41

当期変動額   

合併による増加 － △207

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,059 1,926

当期変動額合計 △1,059 1,719

当期末残高 41 1,760

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △276 △426

当期変動額   

合併による増加 － △261

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △150 △31

当期変動額合計 △150 △293

当期末残高 △426 △719
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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) 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 824 △385

当期変動額   

合併による増加 － △469

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,209 1,895

当期変動額合計 △1,209 1,426

当期末残高 △385 1,041

純資産合計   

前期末残高 51,879 53,734

当期変動額   

合併による増加 － 53,147

剰余金の配当 △1,459 △2,222

当期純利益 4,524 20,481

自己株式の取得 △0 △7

自己株式の処分 － 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,209 1,895

当期変動額合計 1,855 73,295

当期末残高 53,734 127,029
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（４）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
 

該当事項はありません。 

 

 

６．その他 

（１）役員の異動 
 
開示内容が定まった時点で開示いたします。 

 

（２）営業資産残高 
（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) 
対前期増減 

区  分 

金 額 構成比(%) 金 額 構成比(%) 金 額 

ファイナンス・リース 506,358 69.7 1,288,905 66.5 782,546

オペレーティング・リース 38,708 5.3 121,204 6.3 82,495

賃

貸

事

業 賃貸事業計 545,067 75.0 1,410,109 72.8 865,041

割賦販売事業 87,993 12.1 200,539 10.4 112,546

営業貸付事業 88,351 12.1 256,693 13.2 168,341

その他の事業 5,674 0.8 70,613 3.6 64,939

合  計 727,086 100.0 1,937,955 100.0 1,210,868

（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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