
 

 
 

平成 26年 10月 28 日 

各   位 
住 所 東 京 都 港 区 港 南 二 丁 目 1 5 番 3 号 
会 社 名 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 

代 表 者 の 
役 職 氏 名 

代 表 取 締 役 社 長  安 中  正 弘      

 （コード番号：8793 東証第一部） 

問 合 わ せ 先 コミュニケーション部長 児玉 誠一郎 

電 話 番 号 0 3 - 6 7 2 0 - 8 4 0 0 （ 代 表 ） 

 

  

（訂正）「平成 23年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」 

 

 当社は、平成 23 年４月 28 日に発表した表記開示資料について訂正がありましたのでお知らせいた

します。 

 

記 

 

１. 訂正の理由 

平成 23年３月期以降の税務申告における減価償却限度超過額の計算の誤りが判明したことから、

平成 23年３月期第１四半期より平成 27年３月期第１四半期に提出いたしました決算短信に記載さ

れている連結財務諸表の法人税等の税額及び税効果会計関連等の記載内容を訂正いたします。 

 

２．訂正箇所 

訂正箇所には下線を付して表示してあります。 

 

【訂正箇所】 

サマリー情報 

１．平成23年３月期の連結業績（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（訂正前） 

（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 ％ 

23年３月期 227,621 △4.1 9,127 18.9 8,959 17.2 3,720 19.1 

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

(注) 包括利益 23年３月期 2,477 百万円 ( △46.1 ％)  22年３月期 4,599 百万円 ( － ％) 

 

 
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 ％ ％ ％ 

23年３月期 172 78 － － 6.1 1.1 4.0 

22年３月期 145 01 － － 5.4 1.0 3.2 

(参考) 持分法投資損益 23年３月期 △22 百万円  22年３月期 28 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 

23年３月期 821,461 73,188 7.5 2,859 31 

22年３月期 741,252 60,039 8.1 2,788 25 

(参考) 自己資本  23年３月期 61,569 百万円   22年３月期 60,039 百万円 

 

  

- 1 - 
 



 

 

 

（訂正後） 

（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 ％ 

23年３月期 227,621 △4.1 9,127 18.9 8,959 17.2 3,718 19.1 

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

(注) 包括利益 23年３月期 2,475 百万円 ( △46.2 ％)  22年３月期 4,599 百万円 ( － ％) 

 

 
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 ％ ％ ％ 

23年３月期 172 70 － － 6.1 1.1 4.0 

22年３月期 145 01 － － 5.4 1.0 3.2 

(参考) 持分法投資損益 23年３月期 △22 百万円  22年３月期 28 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 

23年３月期 822,182 73,186 7.5 2,859 23 

22年３月期 741,252 60,039 8.1 2,788 25 

(参考) 自己資本  23年３月期 61,567 百万円   22年３月期 60,039 百万円 
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【訂正箇所】 

添付書類２～６ページ １.経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

（訂正前） 

＜前略＞ 

以上により、当連結会計年度の業績は、売上高 2,276億 21 百万円（前年比 4.1％減）、営業利益

91 億 27 百万円（同 18.9％増）、経常利益 89 億 59 百万円（同 17.2％増）、当期純利益 37 億 20 百

万円（同 19.1％増）となりました。 

＜後略＞ 

 

（訂正後） 

＜前略＞ 

以上により、当連結会計年度の業績は、売上高 2,276億 21 百万円（前年比 4.1％減）、営業利益

91 億 27 百万円（同 18.9％増）、経常利益 89 億 59 百万円（同 17.2％増）、当期純利益 37 億 18 百

万円（同 19.1％増）となりました。 

＜後略＞ 

 

（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（訂正前） 

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802億8百万円増加し、8,214億61百万円と

なりました。主な要因としては、リース債権及びリース投資資産が458億86百万円減少したものの、営業貸付

金が211億88百万円増加、連結範囲の変更により、販売用不動産が407億７百万円、買取債権が181億14百万円、

営業投資有価証券が139億93百万円増加したことによります。なお、販売用不動産については、早期の売却を

目指しております。 

負債は、前連結会計年度末に比べて670億59百万円増加し、7,482億73百万円となりました。主な要因とし

ては、コマーシャル・ペーパーが370億円、長期を含む債権流動化に伴う支払債務が53億30百万円減少したも

のの、社債が150億円増加し、１年内返済予定を含む長期借入金が679億14百万円増加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131億48百万円増加し、731億88百万円となりました。主な要因とし

ては、連結範囲の変更により、少数株主持分が115億48百万円増加したことによります。また株主資本は、前

連結会計年度末に比べて27億72百万円増加し、613億79百万円となりました。主な要因としては、当期純利益

37億20百万円による増加及び剰余金の配当による減少額９億47百万円によります。 

 

（訂正後） 

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809億29百万円増加し、8,221億82百万円

となりました。主な要因としては、リース債権及びリース投資資産が458億86百万円減少したものの、営業貸

付金が211億88百万円増加、連結範囲の変更により、販売用不動産が407億７百万円、買取債権が181億14百万

円、営業投資有価証券が139億93百万円増加したことによります。なお、販売用不動産については、早期の売

却を目指しております。 

負債は、前連結会計年度末に比べて677億82百万円増加し、7,489億95百万円となりました。主な要因とし

ては、コマーシャル・ペーパーが370億円、長期を含む債権流動化に伴う支払債務が53億30百万円減少したも

のの、社債が150億円増加し、１年内返済予定を含む長期借入金が679億14百万円増加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 131億 46百万円増加し、731億 86百万円となりました。主な要因と

しては、連結範囲の変更により、少数株主持分が 115億 48百万円増加したことによります。また株主資本は、

前連結会計年度末に比べて 27億 71百万円増加し、613億 77百万円となりました。主な要因としては、当期

純利益 37億 18百万円による増加及び剰余金の配当による減少額９億 47百万円によります。 
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（４）事業等のリスク 

① リース事業及び営業貸付事業の特性 

イ 金利変動の影響 

（訂正前） 

リース会社は、リース及び割賦販売、並びに金銭消費貸借契約等の成立に伴い新規リース・割賦物

件を購入するため、また融資を行うための必要資金の多くを金融機関などから調達しております。こ

のため、リース会社においては長・短借入金等を中心とする有利子負債比率が高くなっており、当社

グループにおける平成 23年３月末の総資産に占める有利子負債の割合は 84.6％となっております。 

＜後略＞ 

 

（訂正後） 

リース会社は、リース及び割賦販売、並びに金銭消費貸借契約等の成立に伴い新規リース・割賦物

件を購入するため、また融資を行うための必要資金の多くを金融機関などから調達しております。こ

のため、リース会社においては長・短借入金等を中心とする有利子負債比率が高くなっており、当社

グループにおける平成 23年３月末の総資産に占める有利子負債の割合は 84.5％となっております。 

＜後略＞  
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【訂正箇所】 

添付書類 14～16ページ ４．連結財務諸表 （１）連結貸借対照表 

（訂正前） 
           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 24,398 ※12 45,733 

  受取手形 - 70 

  割賦債権 ※1 27,796 ※1 21,890 

  リース債権及びリース投資資産 ※1,※5,※6 486,426 ※1,※5,※6 440,539 

  賃貸料等未収入金 21,506 19,418 

  営業貸付金 ※1,※3 141,151 ※1,※3 162,339 

  買取債権 - ※12,※13 18,114 

  営業投資有価証券 - 13,993 

  販売用不動産 - ※11,※12 40,707 

  有価証券 3,813 500 

  前払費用 284 493 

  未収還付法人税等 133 250 

  繰延税金資産 2,696 5,593 

  その他 ※9 4,552 ※12 7,986 

  貸倒引当金 △9,593 △15,518 

  流動資産合計 703,167 762,114 

 固定資産   

  ＜中略＞   

  投資その他の資産   

   投資有価証券 ※7 20,163 ※7,※10,※11,※12 21,452 

   破産更生債権等 6,764 5,941 

   長期前払費用 464 258 

   繰延税金資産 2,643 4,020 

   その他 ※10 1,576 1,972 

   貸倒引当金 △5,770 △5,068 

   投資その他の資産合計 25,841 28,576 

  固定資産合計 38,085 59,347 

 資産合計 741,252 821,461 
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           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形 946 1,396 

  買掛金 10,929 12,058 

  短期借入金 11,636 ※3,※12 25,044 

  1年内返済予定の長期借入金 ※6 83,334 ※6,※12 151,316 

  コマーシャル・ペーパー 170,000 133,000 

  債権流動化に伴う支払債務 ※5 5,330 ※5 1,460 

  未払金 2,371 3,249 

  未払費用 6,510 6,074 

  未払法人税等 34 4,548 

  賃貸料等前受金 5,256 5,068 

  預り金 4,800 6,781 

  前受収益 320 858 

  災害損失引当金 - 225 

  その他 706 2,953 

  流動負債合計 302,178 354,035 

  ＜中略＞   

 負債合計 681,213 748,273 

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 50,182 52,955 

  自己株式 △0 △0 

 株主資本合計 58,606 61,379 

  ＜中略＞   

 純資産合計 60,039 73,188 

負債純資産合計 741,252 821,461 
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（訂正後） 
           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 24,398 ※12 45,733 

  受取手形 - 70 

  割賦債権 ※1 27,796 ※1 21,890 

  リース債権及びリース投資資産 ※1,※5,※6 486,426 ※1,※5,※6 440,539 

  賃貸料等未収入金 21,506 19,418 

  営業貸付金 ※1,※3 141,151 ※1,※3 162,339 

  買取債権 - ※12,※13 18,114 

  営業投資有価証券 - 13,993 

  販売用不動産 - ※11,※12 40,707 

  有価証券 3,813 500 

  前払費用 284 493 

  未収還付法人税等 133 250 

  繰延税金資産 2,696 6,309 

  その他 ※9 4,552 7,986 

  貸倒引当金 △9,593 △15,518 

  流動資産合計 703,167 762,830 

 固定資産   

  ＜中略＞   

  投資その他の資産   

   投資有価証券 ※7 20,163 ※7,※10,※11,※12 21,452 

   破産更生債権等 6,764 5,941 

   長期前払費用 464 258 

   繰延税金資産 2,643 4,025 

   その他 ※10 1,576 1,972 

   貸倒引当金 △5,770 △5,068 

   投資その他の資産合計 25,841 28,581 

  固定資産合計 38,085 59,352 

 資産合計 741,252 822,182 
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           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形 946 1,396 

  買掛金 10,929 12,058 

  短期借入金 11,636 ※3,※12 25,044 

  1年内返済予定の長期借入金 ※6 83,334 ※6,※12 151,316 

  コマーシャル・ペーパー 170,000 133,000 

  債権流動化に伴う支払債務 ※5 5,330 ※5 1,460 

  未払金 2,371 3,249 

  未払費用 6,510 6,074 

  未払法人税等 34 5,271 

  賃貸料等前受金 5,256 5,068 

  預り金 4,800 6,781 

  前受収益 320 858 

  災害損失引当金 - 225 

  その他 706 2,953 

  流動負債合計 302,178 354,757 

  ＜中略＞   

 負債合計 681,213 748,995 

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 50,182 52,953 

  自己株式 △0 △0 

 株主資本合計 58,606 61,377 

  ＜中略＞   

 純資産合計 60,039 73,186 

負債純資産合計 741,252 822,182 
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【訂正箇所】 

添付書類 17～18ページ ４．連結財務諸表 （２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

連結損益計算書 

（訂正前） 
           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

＜中略＞   

税金等調整前当期純利益 5,373 7,100 

法人税、住民税及び事業税 460 4,451 

法人税等還付税額 △491 - 

法人税等調整額 2,282 △1,071 

法人税等合計 2,251 3,379 

少数株主損益調整前当期純利益 － 3,720 

当期純利益 3,122 3,720 

 
（訂正後） 
           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

＜中略＞   

税金等調整前当期純利益 5,373 7,100 

法人税、住民税及び事業税 460 5,173 

法人税等還付税額 △491 - 

法人税等調整額 2,282 △1,791 

法人税等合計 2,251 3,381 

少数株主損益調整前当期純利益 － 3,718 

当期純利益 3,122 3,718 
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 連結包括利益計算書 

（訂正前） 
           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 - 3,720 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 - △1,361 

 繰延ヘッジ損益 - 124 

 為替換算調整勘定 - △6 

 その他の包括利益合計 - ※2 △1,243 

包括利益 - ※1 2,477 

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 - 2,477 

 少数株主に係る包括利益 - - 

 

（訂正後） 
           (単位：百万円) 
          前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 - 3,718 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 - △1,361 

 繰延ヘッジ損益 - 124 

 為替換算調整勘定 - △6 

 その他の包括利益合計 - ※2 △1,243 

包括利益 - ※1 2,475 

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 - 2,475 

 少数株主に係る包括利益 - - 
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【訂正箇所】 

添付書類 19～21ページ ４．連結財務諸表 （３）連結株主資本等変動計算書 

（訂正前） 

(単位：百万円) 

    

前連結会計年度 
(自 平成 21年４月１日 

 至 平成 22年３月 31日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22年４月１日 

 至 平成 23年３月 31日) 

株主資本   

 
＜中略＞   

 利益剰余金   

  
前期末残高 48,007 50,182 

  
当期変動額   

   
剰余金の配当 △947 △947 

   
当期純利益 3,122 3,720 

   
当期変動額合計 2,175 2,772 

  
当期末残高 50,182 52,955 

 
＜中略＞   

 
株主資本合計   

  
前期末残高 56,431 58,606 

  
当期変動額   

   
剰余金の配当 △947 △947 

   
当期純利益 3,122 3,720 

   
自己株式の取得 － △0 

   
当期変動額合計 2,175 2,772 

  
当期末残高 58,606 61,379 

 
＜中略＞   

純資産合計   

 
前期末残高 56,387 60,039 

 当期変動額   

  剰余金の配当 △947 △947 

  当期純利益 3,122 3,720 

  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） 1,476 10,375 

  当期変動額合計 3,651 13,148 

 
当期末残高 60,039 73,188 
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（訂正後） 

(単位：百万円) 

    

前連結会計年度 
(自 平成 21年４月１日 

 至 平成 22年３月 31日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22年４月１日 

 至 平成 23年３月 31日) 

株主資本   

 
＜中略＞   

 利益剰余金   

  
前期末残高 48,007 50,182 

  
当期変動額   

   
剰余金の配当 △947 △947 

   
当期純利益 3,122 3,718 

   
当期変動額合計 2,175 2,771 

  
当期末残高 50,182 52,953 

 
＜中略＞   

 
株主資本合計   

  
前期末残高 56,431 58,606 

  
当期変動額   

   
剰余金の配当 △947 △947 

   
当期純利益 3,122 3,718 

   
自己株式の取得 － △0 

   
当期変動額合計 2,175 2,771 

  
当期末残高 58,606 61,377 

 
＜中略＞   

純資産合計   

 
前期末残高 56,387 60,039 

 当期変動額   

  剰余金の配当 △947 △947 

  当期純利益 3,122 3,718 

  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） 1,476 10,375 

  当期変動額合計 3,651 13,146 

 
当期末残高 60,039 73,186 
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 【訂正箇所】 

添付書類 40～42ページ ４．連結財務諸表 （８）連結財務諸表に関する注記事項 

 

（セグメント情報） 

３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 
（訂正前） 

＜中略＞ 

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

（単位：百万円） 

  報告セグメント 
調整額
(注) 

 
連結財務諸表 

計上額 
 

  
賃貸事業 営業貸付事業 その他の事業 計 

売上高       

 外部顧客への売上高 204,120 4,862 18,638 227,621 ― 227,621 

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― 

計 204,120 4,862 18,638 227,621 ― 227,621 

セグメント利益 8,139 300 2,108 10,548 △1,420 9,127 

セグメント資産 469,916 239,102 51,483 760,502 60,958 821,461 

その他の項目       

 減価償却費 2,945 280 25 3,251 98 3,349 

 持分法適用会社への 
 投資額  

21 537 ― 559 ― 559 

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加
額 

10,378 875 78 11,333 306 11,639 

（注）１.調整額△1,420百万円は、セグメント利益と連結損益計算書の営業利益との差額であり、主に各報告セ

グメントに帰属しない一般管理費であります。 

２.セグメント資産の調整額60,958百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。 

３.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額306百万円は、全社資産の設備投資額であります。 

＜後略＞ 
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（訂正後） 

＜中略＞ 

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

（単位：百万円） 

  報告セグメント 
調整額
(注) 

 
連結財務諸表 

計上額 
 

  
賃貸事業 営業貸付事業 その他の事業 計 

売上高       

 外部顧客への売上高 204,120 4,862 18,638 227,621 ― 227,621 

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― 

計 204,120 4,862 18,638 227,621 ― 227,621 

セグメント利益 8,139 300 2,108 10,548 △1,420 9,127 

セグメント資産 469,916 239,102 51,483 760,502 61,679 822,182 

その他の項目       

 減価償却費 2,945 280 25 3,251 98 3,349 

 持分法適用会社への 
 投資額  

21 537 ― 559 ― 559 

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加
額 

10,378 875 78 11,333 306 11,639 

（注）１.調整額△1,420百万円は、セグメント利益と連結損益計算書の営業利益との差額であり、主に各報告セ

グメントに帰属しない一般管理費であります。 

２.セグメント資産の調整額61,679百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。 

３.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額306百万円は、全社資産の設備投資額であります。 

＜後略＞ 
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（１株当たり情報） 

（訂正前） 

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

１株当たり純資産額 2,788.25円 
 

１株当たり純資産額 2,859.31円 
 

１株当たり当期純利益金額 145.01円 
 

１株当たり当期純利益金額 172.78円 
 

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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

同左 

＜中略＞ 
 

 
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当期純利益(百万円) 3,122 3,720 

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) 3,122 3,720 

期中平均株式数(千株) 21,533 21,533 

 

（訂正後） 

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

１株当たり純資産額 2,788.25円 
 

１株当たり純資産額 2,859.23円 
 

１株当たり当期純利益金額 145.01円 
 

１株当たり当期純利益金額 172.70円 
 

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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

同左 

＜中略＞ 
 

 
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当期純利益(百万円) 3,122 3,718 

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) 3,122 3,718 

期中平均株式数(千株) 21,533 21,533 

 

以 上 
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