
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成 22年 3月期 決算短信」の一部訂正について 

 

平成 22年 5月 10 日に開示いたしました「平成 22 年 3 月期 決算短信」の記載において、一部誤り

がありましたので訂正いたします。 

 

 

記 

 

１．訂正事項 

５．個別財務諸表 

（１）貸借対照表  （25ページ） 

（３）株主資本等変動計算書  （28～29ページ） 

 

２．訂正箇所 

訂正箇所は＿＿＿線で示しております。 

 

 
 
 
 
 

 

平成 22年 7月 9日

 各 位 

会 社 名  東京センチュリーリース株式会社

代表者名  代表取締役社長 浅 田 俊 一

（コード番号 8439 東証 1部）

問合せ先  広 報 Ｉ Ｒ 室 長 正 円 雅 章

（ＴＥＬ03－5209－6710）



(１) 貸借対照表 

（訂正前） 

（単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度 

 （平成21年３月31日） （平成22年３月31日） 

（前略）   

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（訂正後） 

（単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度 

 （平成21年３月31日） （平成22年３月31日） 

（前略）   

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 1,214 

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 22,913 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (３) 株主資本等変動計算書 

（訂正前） 
（単位：百万円）

 前事業年度  当事業年度 

 （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） 

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 

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 

（後略） 

 

 



（訂正後） 
（単位：百万円）

 前事業年度  当事業年度 

 （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） 

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 

利益準備金の積立  －  222 

当期変動額合計  －  1,128 

当期末残高  86  1,214 

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 

利益準備金の積立  －  △222 

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  16,883 

当期末残高 6,029 22,913 

利益剰余金合計     

前期末残高 33,650 36,715 

当期変動額     

合併による増加 － 31,252 

利益準備金の積立 － －

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 

（後略） 

以 上 


