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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。 

３ 第25期中間期より、給油カードによるガソリンの販売等(提携仲介取引)について、従来、ユーザーへの販売取引額を売上

高に、その仕入原価を売上原価に計上する方法で会計処理を行っておりましたが、利鞘相当分を売上高に計上する方法に

会計処理を変更しております。 

  

回次 第24期中 第25期中 第26期中 第24期 第25期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

売上高 (百万円) 51,434 47,930 49,238 103,013 97,010

経常利益 (百万円) 4,325 4,929 4,531 8,370 10,039

中間(当期)純利益 (百万円) 2,351 2,798 2,610 4,715 5,696

純資産額 (百万円) 23,474 28,114 33,137 25,639 30,769

総資産額 (百万円) 148,318 154,216 168,509 152,166 156,749

１株当たり純資産額 (円) 1,209.09 1,448.09 1,706.78 1,319.88 1,582.99

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 121.11 144.13 134.47 242.16 291.56

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 15.83 18.23 19.66 16.85 19.63

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 1,863 680 △6,187 2,185 1,702

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △3,339 26 △769 △3,698 △233

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 831 △1,021 4,141 3,005 △890

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(百万円) 1,931 3,760 1,829 4,066 4,654

従業員数 (名) 670 683 691 659 679



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 提出会社の「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利

益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

３ 第25期中間期より、給油カードによるガソリンの販売等(提携仲介取引)について、従来、ユーザーへの販売取引額を売上

高に、その仕入原価を売上原価に計上する方法で会計処理を行っておりましたが、利鞘相当分を売上高に計上する方法に

会計処理を変更しております。 

  

回次 第24期中 第25期中 第26期中 第24期 第25期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

売上高 (百万円) 42,136 45,116 46,634 85,804 91,643

経常利益 (百万円) 4,063 4,541 4,172 7,858 9,141

中間(当期)純利益 (百万円) 2,342 2,693 2,496 4,416 5,403

資本金 (百万円) 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750

発行済株式総数 (千株) 19,415 19,415 19,415 19,415 19,415

純資産額 (百万円) 22,874 27,166 31,895 24,748 29,634

総資産額 (百万円) 131,855 147,522 160,613 138,215 150,112

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) 12.00 13.00 13.00 24.00 26.00

自己資本比率 (％) 17.35 18.41 19.86 17.91 19.74

従業員数 (名) 457 515 513 468 505



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、関係会社の異動はありません。 

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社における状況 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 当社グループは、事業の種類ごとの経営組織体系を有しておらず、同一の従業員が複数の事業の種類に従事しておりま

す。 

２ 従業員数は就業人員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) 従業員数は就業人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。 

  

事業の種類 従業員数(名)

賃貸事業   

割賦販売事業 691 

その他の事業   

合計 691 

従業員数(名) 513 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間期におけるわが国経済は、企業収益の改善が続く中、個人消費や設備投資も底堅い動きを見せたことにより、景

気は緩やかながら堅調に推移しました。 

自動車業界では、当中間期の新車販売台数は軽自動車を含めて2,798千台となり前年同期比3.5％の増加となりました。

(日本自動車販売協会連合会等発表) 

当中間期の自動車リース契約台数は691千台と前年同期比13.8％の増加となりました。(日本自動車リース協会連合会発

表) 

当社は、株式交換方式で平成17年８月２日住友商事株式会社の完全子会社となりました。自動車リース事業が成熟期に

差し掛かりＭ＆Ａ等による規模の利益拡大と効率化の追求が今後ますます顕著になると予想されるため完全子会社化によ

り親会社とより親密な関係を構築し、住友商事グループとしての総合力・機動力を発揮することが必要かつ適切と判断し

たものです。 

また当社及びクボタリース株式会社は当中間期より営業支援情報システム（ＳＦＡ）を導入しました。 

このことにより、業務効率の改善及び営業力の向上を図り、更なる新規受注拡大へ向け取り組んでおります。 

この結果、当中間連結会計期間の連結業績は、賃貸事業・割賦販売事業及びその他の事業ともに順調に推移し、売上高

492億3千8百万円(前年同期比2.7％増)、経常利益45億3千1百万円(前年同期比8.1％減)、中間純利益26億1千万円(前年同期

比6.7％減)となりました。 

これを事業の種類別にみますと、賃貸事業につきましては、賃貸資産が1,371億7千8百万円(前年同期比7.6％増)、売上

高は477億4千2百万円(前年同期比2.2％増)、売上原価(資金原価除く)は385億8千1百万円(前年同期比4.2％増)、その結果

差引利益は91億6千1百万円(前年同期比5.4％減)となりました。 

割賦販売事業につきましては、割賦債権(割賦未実現利益控除後)が42億2千1百万円(前年同期比28.5％増)、売上高が11

億6千2百万円(前年同期比17.2％増)、差引利益が6千8百万円(前年同期比2.7％減)となりました。 

その他の事業につきましては、売上高は3億3千3百万円(前年同期比43.7％増)、差引利益が2億1千9百万円(前年同期比

70.8％増)となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比68億6千7百万円減少し△61億8千7百万円となり

ました。賃貸資産の増加額が前年同期比50億6千6百万円増加し△305億1千9百万円となったこと、売上債権の増減額が前年

同期比20億5千5百万円減少し△10億3千1百万円となったこと等によります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは前年同期比7億9千5百万円減少し、△7億6千9百万円となりました。 

これは有価証券の取得による支出が前年同期比2億2百万円増加したこと等によります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期比51億6千2百万円増の41億4千1百万円となりました。 

これはリース債権流動化による収入が61億5千4百万円あったこと等によります。 

これらの結果、現金及び現金同等物中間期末残高は、前年同期比19億3千万円減少し18億2千9百万円となりました。 



２ 【営業取引の状況】 

(1) 契約実行高 

当中間連結会計期間における事業の種類ごとの契約実行実績は次のとおりであります。 
  

(注) １ 賃貸事業については、当中間連結会計期間に取得した資産の購入金額、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。 

２ ( )内は、当中間連結会計期間に開始した契約金額の総額であります。 

  

(2) 営業資産残高 

前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における事業の種類ごとの営業資産残高は、次のとおりでありま

す。 
  

  

① 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

ア リース物件の取得価額、減価償却累計額 
  

  

イ 未経過リース料期末残高相当額期日別内訳 
  

  

事業の種類 契約実行高(百万円) 前年同期比(％) 

賃貸事業 
32,714

（52,435） 
118.5 
（112.0） 

割賦販売事業 1,949 338.6 

その他の事業 ― ― 

合計 34,664 123.0 

事業の種類 
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

期末残高(百万円) 構成比(％) 期末残高(百万円) 構成比(％) 

賃貸事業 127,546 97.5 137,178 97.0

割賦販売事業 3,284 2.5 4,221 3.0

その他の事業 ― ― ― ―

合計 130,831 100.0 141,399 100.0

区分 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

取得価額(百万円) 
減価償却累計額
(百万円) 

取得価額(百万円)
減価償却累計額 
(百万円) 

輸送用機器 128,116 61,259 125,917 61,012

その他 11,873 6,741 9,515 5,066

計 139,990 68,001 135,432 66,078

  
１年以内 
(百万円) 

２年以内 
(百万円) 

３年以内
(百万円) 

４年以内
(百万円) 

５年以内
(百万円) 

５年超 
(百万円) 

合計 
(百万円) 

前中間連結会計期間 26,221 20,519 14,888 9,162 4,134 1,081 76,008

当中間連結会計期間 25,008 19,717 14,160 8,933 3,948 1,200 72,969



② オペレーティング・リース取引 

未経過リース料期日別内訳 

  

  

③ 割賦債権残高期日別内訳 

  

  

(3) 営業実績 

前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における事業の種類ごとの営業実績は次のとおりであります。 

前中間連結会計期間 

  

  

当中間連結会計期間 

  

  １年以内(百万円) １年超(百万円) 合計(百万円) 

前中間連結会計期間 29,632 39,116 68,749

当中間連結会計期間 32,816 47,904 80,720

  
１年以内 
(百万円) 

２年以内 
(百万円) 

３年以内
(百万円)

４年以内
(百万円)

５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

合計
(百万円)

割賦未実
現利益 
(百万円) 

差引計
(百万円)

前中間連結会計期間 1,708 1,046 545 183 39 3 3,526 241 3,284

当中間連結会計期間 2,501 1,011 533 278 128 14 4,466 245 4,221

事業の種類 
売上高 
(百万円) 

売上原価
(百万円) 

差引利益
(百万円) 

資金原価
(百万円) 

売上総利益 
(百万円) 

賃貸事業 46,706 37,027 9,679

― ―
割賦販売事業 991 921 70

計 47,698 37,949 9,749

その他の事業 231 103 128

合計 47,930 38,052 9,878 307 9,570

事業の種類 
売上高 
(百万円) 

売上原価
(百万円) 

差引利益
(百万円) 

資金原価
(百万円) 

売上総利益 
(百万円) 

賃貸事業 47,742 38,581 9,161

― ―
割賦販売事業 1,162 1,094 68

計 48,905 39,676 9,229

その他の事業 333 113 219

合計 49,238 39,789 9,449 254 9,194



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

住友商事株式会社との株式交換 

当社と当社の親会社である住友商事株式会社は、住友商事グループとして総合力と機動力を発揮することにより、

サービス内容の高度化及び差別化、並びに、業務効率の改善によるコスト削減に努めるとともに、Ｍ＆Ａの推進によ

り更なる事業規模の拡大と効率性を追求することを主たる目的として、平成17年４月28日に株式交換契約書を締結

し、平成17年６月24日開催の定時株主総会において同契約書が承認されました。 

  

(1) 株式交換概要 

① 株式交換の内容 

当社は、住友商事株式会社と商法第352条乃至第363条に定める方法により、株式交換を行う。 

② 株式交換の日 

平成17年８月２日 

③ 株式交換に際して発行する株式及び割当 

住友商事株式会社は、本件株式交換に際して、普通株式45,994,320株を発行し、株式交換の日の前日の最終の当

社株主名簿(実質株主名簿を含む、以下同じ。)に記載された株主(実質株主名簿を含む、以下同じ。)に対し、そ

の所有する当社の普通株式１株につき、住友商事株式会社の普通株式5.03株の割合をもって割当交付する。但

し、住友商事株式会社が所有する当社の普通株式については、住友商事株式会社の普通株式は割り当てない。 

  

５ 【研究開発活動】 

特記すべき事項はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

(1) 賃貸資産 

当社グループにおける当中間連結会計期間の賃貸資産設備投資は次のとおりであります。 

  

  

(2) 社用資産 

特記すべき事項はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設・除却等について重要な変更並びに

重要な設備計画の完了はありません。 

また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設・除却等はありません。 

  

区分 

増加額 減少額(売却又は除却) 

取得価額(百万円) 取得価額(百万円) 帳簿価額(百万円) 

輸送用機器 32,472 22,775 2,187 

その他 242 520 7 

合計 32,714 23,295 2,194 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

注：当社株式は平成17年７月27日付で上場を廃止しております。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 77,660,000 

計 77,660,000 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月12日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 19,415,000 19,415,000 ― ― 

計 19,415,000 19,415,000 ― ― 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
(百万円) 

資本金残高
(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成17年４月１日 
～平成17年９月30日 

― 19,415,000 ― 2,750 ― 2,418

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

住友商事株式会社 東京都中央区晴海1丁目8番11号 19,415 100.0

計 ― 19,415 100.0



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

  

② 【自己株式等】 

平成17年９月30日現在 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注)1. 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

2. 当社株式は平成17年７月27日付で上場を廃止しておりますので、それ以降については該当事項はありません。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

19,415,000 
194,150 ― 

単元未満株式 ― ― ― 

発行済株式総数 19,415,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 194,150 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 4,600 4,410 4,570 4,700 ― ―

最低(円) 4,140 4,010 4,310 4,370 ― ―



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号。以

下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５号)附則第３項のただし書きに

より、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中

間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５号) 附則第３項のただし書きによ

り、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)及び

当中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)並びに前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９

月30日まで)及び当中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間財務諸表につい

て、あずさ監査法人により中間監査を受けております。 

  

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

  

    前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金    3,760 1,829   4,654 

２ 受取手形及び 
賃貸料等未収入金    4,182 4,545   4,372 

３ 割賦債権    3,526 4,466   3,609 

４ 前払費用    6,544 6,939   4,851 

５ その他    2,892 4,353   3,024 

６ 貸倒引当金    △380 △397   △405 

流動資産合計    20,525 13.31 21,737 12.90   20,104 12.83

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産          

(1) 賃貸資産 ※１ 126,539   136,324 129,413   

(2) 社用資産 ※１ 138 126,677 82.14 175 136,499 81.01 164 129,577 82.67

２ 無形固定資産    2,812 1.82 2,130 1.26   2,345 1.49

３ 投資その他の資産          

(1) 投資有価証券   777   1,243 895   

(2) その他   4,005   7,281 4,277   

(3) 貸倒引当金   △582 4,200 2.73 △384 8,140 4.83 △451 4,721 3.01

固定資産合計    133,690 86.69 146,771 87.10   136,644 87.17

資産合計    154,216 100.00 168,509 100.00   156,749 100.00

           



  

  

    前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 支払手形及び買掛金    15,055 17,936   14,269 

２ 短期借入金    33,069 30,334   27,528 

３ 一年以内返済予定の 
長期借入金    11,500 17,400   12,400 

４ コマーシャル 
ペーパー    26,000 27,500   32,000 

５ リース債権譲渡支払 
債務 ※２  ― 2,700   ― 

６ 未払法人税等    1,145 351   1,274 

７ その他 ※３  5,773 6,200   5,898 

流動負債合計    92,543 60.01 102,423 60.78   93,370 59.57

Ⅱ 固定負債          

１ 長期借入金    32,400 26,001   31,400 

２ 長期リース債権譲渡 
支払債務 

※２ 
   ― 5,485   ― 

３ 退職給付引当金    30 19   33 

４ メンテナンス等 
引当金    1,045 944   1,052 

５ その他    29 81   43 

固定負債合計    33,506 21.73 32,531 19.31   32,529 20.75

負債合計    126,049 81.74 134,955 80.09   125,900 80.32

(少数株主持分)          

少数株主持分    51 0.03 416 0.25   80 0.05

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    2,750 1.78 2,750 1.63   2,750 1.75

Ⅱ 資本剰余金    2,418 1.57 2,418 1.43   2,418 1.54

Ⅲ 利益剰余金    22,902 14.85 27,870 16.54   25,548 16.30

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金    51 0.03 116 0.07   63 0.04

Ⅴ 為替換算調整勘定    △8 △0.00 △19 △0.01   △10 △0.00

Ⅵ 自己株式    ― ― ― ―   △0 △0.00

資本合計    28,114 18.23 33,137 19.66   30,769 19.63

負債、少数株主持分 
及び資本合計    154,216 100.00 168,509 100.00   156,749 100.00

           



② 【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    47,930 100.00 49,238 100.00   97,010 100.00

Ⅱ 売上原価    38,360 80.03 40,044 81.33   77,466 79.85

売上総利益    9,570 19.97 9,194 18.67   19,544 20.15

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  4,654 9.71 4,760 9.67   9,518 9.82

営業利益    4,915 10.26 4,433 9.00   10,025 10.33

Ⅳ 営業外収益          

１ 受取利息及び 
受取配当金   12   8 10   

２ 持分法による投資 
利益   ―   52 ―   

３ その他   15 27 0.06 53 114 0.23 26 36 0.04

Ⅴ 営業外費用          

１ 支払利息   12   6 15   

２ その他   1 14 0.03 10 16 0.03 7 23 0.02

経常利益    4,929 10.29 4,531 9.20   10,039 10.35

Ⅵ 特別利益          

１ 投資有価証券売却益   ― ― ― ― ― ― 35 35 0.04

税金等調整前 
中間(当期)純利益    4,929 10.29 4,531 9.20   10,074 10.39

法人税、住民税 
及び事業税   999   1,607 3,188   

法人税等調整額   1,133 2,132 4.45 306 1,913 3.89 1,187 4,375 4.52

少数株主利益又は 
少数株主損失(△)    △1 △0.00 6 0.01   2 0.00

中間(当期)純利益    2,798 5.84 2,610 5.30   5,696 5.87

           



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

  
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)     

Ⅰ 資本剰余金期首残高   2,418 2,418   2,418

Ⅱ 資本剰余金中間期末(期末) 
残高 

  2,418 2,418   2,418

      

(利益剰余金の部)     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   20,386 25,548   20,386

Ⅱ 利益剰余金増加高     

１ 中間(当期)純利益 2,798 2,798 2,610 2,610 5,696 5,696

Ⅲ 利益剰余金減少高     

１ 配当金 232 252 485 

２ 役員賞与 14 35 14 

３ 連結子会社増加に伴う 
利益剰余金減少高 

35 282 ― 288 35 534

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末) 
残高 

  22,902 27,870   25,548

      



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

税金等調整前中間(当期) 
純利益 

 4,929 4,531 10,074

賃貸資産減価償却費  23,122 23,594 46,050

賃貸資産以外の減価償却費  344 284 679

貸倒引当金の増減額  111 △75 5

退職給付引当金の減少額  △30 △13 △27

メンテナンス等引当金の 
増減額 

 309 △107 316

受取利息及び受取配当金  △12 △8 △10

資金原価及び支払利息  320 261 578

投資有価証券売却益  ― ― △35

賃貸資産の増加額  △25,453 △30,519 △51,088

売上債権の増減額  1,024 △1,031 751

仕入債務の増加額  1,350 3,667 564

その他の営業活動による 
減少額 

 △2,606 △4,457 △1,095

小計  3,410 △3,875 6,765

利息及び配当金の受取額  15 8 10

利息の支払額  △340 △279 △609

法人税等の支払額  △2,405 △2,039 △4,464

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 680 △6,187 1,702



  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

有価証券の取得による支出  △3 △205 △142

有価証券の売却による収入  ― ― 75

社用資産・無形固定資産 
の取得による支出 

 △39 △68 △109

その他の投資活動による 
増減額 

 68 △495 △56

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 26 △769 △233

Ⅲ 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  △2,408 2,806 △7,949

コマーシャルペーパーの 
純増減額 

 4,000 △4,500 10,000

リース債権流動化による収
入 

 ― 6,154 ―

長期借入による収入  4,500 6,501 10,000

長期借入金の返済による 
支出 

 △6,880 △6,900 △12,480

配当金の支払額  △232 △252 △485

少数株主からの払込による
収入 

 ― 331 24

自己株式の取得による収入  ― ― △0

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △1,021 4,141 △890

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 △0 △9 △0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △315 △2,824 579

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 4,066 4,654 4,066

Ⅶ 連結追加に伴う現金及び 
現金同等物の増加額 

 8 ― 8

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 3,760 1,829 4,654

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事

項 

連結子会社の数 ４社 

クボタリース株式会社 

エス・エー・エル株式会社 

スペイス・ムーブ株式会社 

Sumisho Auto Leasing 

International Co., Ltd. 

上記のうち、Sumisho Auto 

Leasing International  

Co., Ltd.は重要性が増したた

め、当中間連結会計期間より

連結の範囲に含めておりま

す。 

なお、前連結会計年度におい

て連結子会社でありました川

商オートリース株式会社は平

成16年４月１日に当社が吸収

合併しております。 

子会社は全て連結しております。 

連結子会社の数 ４社 

クボタリース株式会社 

エス・エー・エル株式会社 

スペイス・ムーブ株式会社 

Sumisho Auto Leasing 

International Co., Ltd. 

  

連結子会社の数 ４社 

クボタリース株式会社 

エス・エー・エル株式会社 

スペイス・ムーブ株式会社 

Sumisho Auto Leasing 

International Co., Ltd. 

上記のうち、Sumisho Auto 

Leasing International  

Co., Ltd.は重要性が増したた

め、当連結会計年度より連結

の範囲に含めております。 

なお、前連結会計年度におい

て連結子会社でありました川

商オートリース株式会社は平

成16年４月１日に当社が吸収

合併しております。 

２ 持分法の適用に関する

事項 

該当事項はありません。 関連会社は全て持分法を適用して

おります。 

持分法を適用した関連会社の数 

１社 

株式会社マツダレンタカー 

持分法を適用した関連会社の数 

１社 

株式会社マツダレンタカー 

同社は当連結会計年度に株式を

取得したことにより新たに持分

法適用会社となりましたが、当

連結会計年度末をみなし取得日

としているため、同社の損益は

当連結会計年度の持分法による

投資利益には含まれておりませ

ん。 

３ 連結子会社の中間決算

日(事業年度)等に関す

る事項 

連結子会社のうちSumisho Auto 

Leasing  International  Co., 

Ltd.の中間決算日は6月30日であ

ります。中間連結財務諸表の作成

に当たっては、中間決算日現在の

財務諸表を使用しております。た

だし、中間連結決算日までの期間

に発生し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 連結子会社のうちSumisho Auto 

Leasing  International  Co., 

Ltd.の決算日は12月31日でありま

す。連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同日現在の財務諸表を使用

しております。ただし連結決算日

までの期間に発生した重要な取引

については、連結上必要な調整を

行っております。 

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 

その他有価証券 

ａ 時価のあるもの 

中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法 

評価差額は、全部資本

直入法により処理し、

売却原価は、移動平均

法により算定 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

有価証券 

その他有価証券 

ａ 時価のあるもの 

同左 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

有価証券 

その他有価証券 

ａ 時価のあるもの 

連結会計年度末日の市

場価格等に基づく時価

法 

評価差額は、全部資本

直入法により処理し、

売却原価は、移動平均

法により算定 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  ｂ 時価のないもの 

移動平均法による原価

法 

ｂ 時価のないもの 

移動平均法による原価

法 

なお、投資事業有限責

任組合への出資（証券

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。 

ｂ 時価のないもの 

移動平均法による原価

法 

  (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 賃貸資産 

リース期間を償却年数と

し、リース期間満了時の

リース資産の処分見積価

額を残存価額とする定額

法 

なお、将来のリース債権

の回収困難等に伴うリー

ス資産の処分損失に備え

るため、減価償却費を追

加計上しております。 

(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 

(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 

  ② 社用資産 

当社及び国内連結子会社

は定率法を、また、在外

連結子会社は定額法を採

用しております。 

なお、主な耐用年数は３

～15年であります。 

② 社用資産 

同左 

② 社用資産 

同左 

  ③ その他の無形固定資産 

定額法 

なお、ソフトウェア(自社

利用分)については、社内

における利用可能期間(５

年)に基づく定額法 

③ その他の無形固定資産 

同左 

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 

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 



  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  ② 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、

当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認めら

れる額を計上しておりま

す。 

なお、数理計算上の差異

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(10年)による定額

法によりそれぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理

することとしております。 

② 退職給付引当金 

同左 

② 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、

当連結会計年度末において

発生していると認められる

額を計上しております。 

なお、数理計算上の差異

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(10年)による定額

法によりそれぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理

することとしております。 

  ③ メンテナンス等引当金 

中間連結会計期間末日現在

保有しているリース資産の

車検等に要する将来の支出

及び自動車リサイクル法に

基づく将来のリサイクル費

用発生に備えるため、その

負担見込額のうち、当中間

連結会計期間末において発

生していると認められる額

を計上しております。 

(追加情報) 

平成14年７月に制定された

「使用済自動車の再資源化

に関する法律」(自動車リ

サイクル法)が平成17年１

月１日から施行されること

に伴い、当中間連結会計期

間より同法に基づく将来の

リサイクル費用の発生見込

額279百万円をメンテナン

ス等引当金に含めておりま

す。 

③ メンテナンス等引当金 

中間連結会計期間末日現在

保有しているリース資産の

車検等に要する将来の支出

及び自動車リサイクル法に

基づく将来のリサイクル費

用発生に備えるため、その

負担見込額のうち、当中間

連結会計期間末において発

生していると認められる額

を計上しております。 

  

③ メンテナンス等引当金 

連結会計年度末現在保有し

ているリース資産の車検等

に要する将来の支出及び自

動車リサイクル法に基づく

将来のリサイクル費用の発

生に備えるため、その負担

見込額のうち、当連結会計

年度末において発生してい

ると認められる額を計上し

ております。 

（追加情報） 

平成14年７月に制定された

「使用済自動車の再資源化

等に関する法律」(自動車

リサイクル法)が平成17年

１月１日から施行されたこ

とに伴い、当連結会計年度

より同法に基づく将来のリ

サイクル費用の発生見込額

234百万円をメンテナンス

等引当金に含めておりま

す。 

  (4) 重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

(4) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

(4) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

  (5) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、

特例処理の要件を満たして

おりますので特例処理を採

用しております。 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

(5) 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 

(ヘッジ対象)借入金の利息 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

   同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

   同左 



  

  

会計処理の変更 

  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  ③ ヘッジ方針 

当社グループは、借入金の

金利変動リスクを回避する

目的で金利スワップ取引を

行っており、ヘッジ対象の

識別は個別契約毎に行って

おります。 

③ ヘッジ方針 

   同左 

③ ヘッジ方針 

   同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の

要件を満たしているので中

間連結決算日における有効

性の評価を省略しておりま

す。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

   同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の

要件を満たしているので連

結決算日における有効性の

評価を省略しております。 

  (6) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっておりま

す。 

(6) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

(6) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッシュ・

フロー計算書(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ヵ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 同左 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(売上高計上方法の変更) 

給油カードによるガソリンの販売等

(提携仲介取引)につきましては、従

来、ユーザーへの販売取引額を売上高

に、その仕入原価を売上原価に計上す

る方法で会計処理を行っておりました

が、昨今、提携仲介取引の取扱高が著

しく伸び、かつ決済代行機能を重視す

る内容の取引割合が増加していること

から、当中間連結会計期間に経営管理

指標の見直しを行い、本取引の経済実

態を勘案してより有用性のある売上高

の経営指標として、利鞘相当分を売上

高に計上する方法に会計処理を変更し

ました。この変更により、売上高及び

売上原価は4,174百万円それぞれ減少

しましたが、売上総利益に与える影響

はありません。 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間連結会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」(「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」(企業会計審議会 平成14年８

月９日))及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」(企業会計基準

委員会 平成15年10月31日 企業会計基

準適用指針第６号)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。 

  

(売上高計上方法の変更) 

給油カードによるガソリンの販売等

(提携仲介取引)につきましては、従

来、ユーザーへの販売取引額を売上高

に、その仕入原価を売上原価に計上す

る方法で会計処理を行っておりました

が、昨今、提携仲介取引の取扱高が著

しく伸び、かつ決済代行機能を重視す

る内容の取引割合が増加していること

から、当連結会計年度に経営管理指標

の見直しを行い、本取引の経済実態を

勘案してより有用性のある売上高の経

営指標として、利鞘相当分を売上高に

計上する方法に会計処理を変更しまし

た。この変更により、売上高及び売上

原価は8,676百万円それぞれ減少しま

したが、売上総利益に与える影響はあ

りません。 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

(中間連結損益計算書関係) 

  

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

 ① 賃貸資産   178,508百万円 

   このうち処分損失に備えるた

めの追加計上累計額は1,736百

万円であります。 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

 ① 賃貸資産   184,466百万円 

   このうち処分損失に備えるた

めの追加計上累計額は991百万

円であります。 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

 ① 賃貸資産   181,680百万円 

   このうち処分損失に備えるた

めの追加計上累計額は1,112百

万円であります。 

 ② 社用資産     110百万円  ② 社用資産     128百万円  ② 社用資産     113百万円 

――――――― ※２  「リース債権譲渡支払債

務」、「長期リース債権譲渡

支払債務」は、リース債権流

動化による資金調達に係る支

払債務額であります。 

――――――― 

――――――― ※３ 当社及び一部の連結子会社

は、８月２日より住友商事株

式会社の連結納税子会社とな

っており、連結納税親会社へ

支出すべき金額(473百万円)

は流動負債「その他」に含ま

れております。 

――――――― 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとお

りであります。 

貸倒引当金 

繰入額 
118百万円

給与及び報酬 2,284百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとお

りであります。 

貸倒引当金 

繰入額 
37百万円

給与及び報酬 2,294百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとお

りであります。 

貸倒引当金 

繰入額 
119百万円

給与及び報酬 4,817百万円

設備賃借料 792百万円

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

現金及び現金同等物の中間連結会

計期間末残高と中間連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額と

の関係 

現金及び現金同等物の中間連結

会計期間末残高は、現金及び預

金勘定(3,760百万円)と同一であ

ります。 

現金及び現金同等物の中間連結会

計期間末残高と中間連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額と

の関係 

現金及び現金同等物の中間連結

会計期間末残高は、現金及び預

金勘定(1,829百万円)と同一であ

ります。 

現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

  

現金及び現金同等物の期末残高

は、現金及び預金勘定(4,654百

万円)と同一であります。 



(リース取引関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(借手側) 

１ 所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引 

 (1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中

間会計期間末残高相当額 

(借手側) 

１ 所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引 

 (1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中

間会計期間末残高相当額 

(借手側) 

１ 所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引 

 (1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期

末残高相当額 

  器具及び備品

取得価額相当額 167百万円

減価償却累計額 
相当額 

98百万円

中間会計期間末残高 
相当額 

69百万円

  器具及び備品

取得価額相当額 150百万円

減価償却累計額
相当額 

74百万円

中間会計期間末残高
相当額 

75百万円

 器具及び備品

取得価額相当額 135百万円

減価償却累計額
相当額 

65百万円

期末残高相当額 70百万円

   (注)取得価額相当額は、未経過

リース料中間会計期間末

残高が有形固定資産の中

間会計期間末残高等に占

める割合が低いため、支

払利子込み法により算定

しております。 

   (注)  同左    (注)取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、

支払利子込み法により算

定しております。 

 (2) 未経過リース料中間会計期間末

残高相当額 

   (注)未経過リース料中間会計期

間末残高相当額は、未経

過リース料中間会計期間

末残高が有形固定資産の

中間会計期間末残高等に

占める割合が低いため、

支払利子込み法により算

定しております。 

１年以内 123百万円

１年超 298百万円

合計 421百万円

 (2) 未経過リース料中間会計期間末

残高相当額 

   (注)  同左 

１年以内 121百万円

１年超 222百万円

合計 343百万円

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

   (注)未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子

込み法により算定してお

ります。 

１年以内 123百万円

１年超 257百万円

合計 380百万円

 (3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 27百万円

減価償却費 
相当額 

27百万円

 (3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 21百万円

減価償却費
相当額 

21百万円

 (3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 53百万円

減価償却費
相当額 

53百万円

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によ

っております。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(貸手側) 

１ 所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引 

 (1) リース物件の取得価額、減価償

却累計額及び中間会計期間末

残高 

(貸手側) 

１ 所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引 

 (1) リース物件の取得価額、減価償

却累計額及び中間会計期間末

残高 

(貸手側) 

１ 所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引 

 (1) リース物件の取得価額、減価償

却累計額及び期末残高 

  
輸送用 
機器 
(百万円) 

その他 
(百万円) 

合計 
(百万円)

取得価額 128,116 11,873 139,990

減価償却 
累計額 61,259 6,741 68,001

中間会計 
期間末残高 66,856 5,132 71,988

  
輸送用
機器 
(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額 125,917 9,515 135,432

減価償却 
累計額 61,012 5,066 66,078

中間会計 
期間末残高 64,905 4,449 69,354

輸送用
機器 
(百万円) 

その他 
(百万円) 

合計 
(百万円) 

取得価額 127,326 10,745 138,071 

減価償却
累計額 61,938 6,073 68,011 

期末残高 65,387 4,671 70,059 

 (2) 未経過リース料中間会計期間末

残高相当額 

   (注)この内転貸リース取引にか

かる貸手側の未経過リー

ス料中間会計期間末残高

相当額は361百万円(うち

一年以内87百万円)であり

ます。なお借手側の残高

相当額はおおむね同一で

あり、借手側の注記(2)未

経過リース料中間会計期

間末残高相当額に含まれ

ております。 

１年以内 26,221百万円

１年超 49,787百万円

合計 76,008百万円

 (2) 未経過リース料中間会計期間末

残高相当額 

   (注)この内転貸リース取引にか

かる貸手側の未経過リー

ス料中間会計期間末残高

相当額は273百万円(うち

一年以内84百万円)であり

ます。なお借手側の残高

相当額はおおむね同一で

あり、借手側の注記(2)未

経過リース料中間会計期

間末残高相当額に含まれ

ております。 

１年以内 25,008百万円

１年超 47,960百万円

合計 72,969百万円

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

   (注)この内転貸リース取引にか

かる貸手側の未経過リー

ス料期末残高相当額は317

百万円(うち一年以内87百

万円)であります。なお借

手側の残高相当額はおお

むね同一であり、借手側

の注記(2)未経過リース料

期末残高相当額に含まれ

ております。 

１年以内 25,532百万円

１年超 48,353百万円

合計 73,885百万円

 (3) 受取リース料、減価償却費及び

受取利息相当額 

受取リース料 16,498百万円

減価償却費 13,961百万円

受取利息 
相当額 

2,431百万円

 (3) 受取リース料、減価償却費及び

受取利息相当額 

受取リース料 15,691百万円

減価償却費 13,372百万円

受取利息
相当額 

2,127百万円

 (3) 受取リース料、減価償却費及び

受取利息相当額 

受取リース料 32,488百万円

減価償却費 27,526百万円

受取利息
相当額 

4,720百万円

 (4) 利息相当額の算定方法 

   利息相当額の各期への配分方法

については、利息法によって

おります。 

 (4) 利息相当額の算定方法 

同左 

 (4) 利息相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 29,632百万円

１年超 39,116百万円

合計 68,749百万円

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 32,816百万円

１年超 47,904百万円

合計 80,720百万円

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 30,832百万円

１年超 42,314百万円

合計 73,147百万円



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

２ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

  

当中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

２ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

  

前連結会計年度末(平成17年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

２ 時価評価されていない有価証券 

その他有価証券 

  

  
取得原価
(百万円) 

中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

株式 576 663 87

合計 576 663 87

  中間連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式(店頭売買株式を除く) 113

  
取得原価
(百万円) 

中間連結貸借対照表
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

株式 757 954 197

合計 757 954 197

  中間連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式 199

投資事業有限責任組合及び 
それに類する組合への出資 

90

  
取得原価
(百万円) 

連結貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

株式 542 649 107

合計 542 649 107

  連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式 213

関係会社株式 32



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年９月30日)、当中間連結会計期間末(平成17年９月30日)及び前連結会計年度末(平成17年

３月31日) 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いており

ます。 

  

  



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日)、当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至

平成17年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

当社グループは事業の種類を「賃貸事業」、「割賦販売事業」、「その他の事業」に区分しております。 

これらの事業の全体のうち売上高及び営業利益の金額について「賃貸事業」の占める割合がいずれも90％を超えている

ため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

なお、事業の種類の区分は、平成12年４月社団法人リース事業協会により制定された「連結有価証券報告書の開示内容

について」によっております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日)、当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至

平成17年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略してお

ります。 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

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日本の割合がいずれも90％を超えるた

め、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日)、当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至

平成17年９月30日)及び前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17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。 

  



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり中間(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。 

  

  

(重要な後発事象) 

  

該当事項はありません。 

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

項目 
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,448円09銭 1,706円78銭 1,582円99銭 

１株当たり 
中間(当期)純利益 

144円13銭 134円47銭 291円56銭 

潜在株式調整後１株当たり 

中間(当期)純利益 

なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金額につ

いては、潜在株式がないた

め記載しておりません。 

同左 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。 

  
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

中間(当期)純利益(百万円) 2,798 2,610 5,696 

普通株主に帰属しない金額
(百万円) 

─ ─ 35 

(うち利益処分による役員
賞与) 

(─) (─) (35)

普通株式に係る中間(当期)
純利益(百万円) 

2,798 2,610 5,660 

普通株式の期中平均株式数
(千株) 

19,415 19,414 19,414 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

  

    前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金   3,270   1,046 4,011   

２ 受取手形   165   138 165   

３ 割賦債権   2,214   3,439 2,320   

４ 賃貸料等未収入金   3,678   3,835 3,943   

５ 前払費用   6,491   6,875 4,806   

６ その他   2,516   3,804 2,693   

７ 貸倒引当金   △153   △132 △165   

流動資産合計    18,183 12.33 19,008 11.83   17,774 11.84

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産          

(1) 賃貸資産 ※１ 121,704   130,179 124,306   

(2) 社用資産 ※１ 122   151 144   

有形固定資産合計   121,826   130,330 124,450   

２ 無形固定資産   395   260 293   

３ 投資その他の資産          

(1) 投資有価証券 
及び出資金   4,329   4,742 4,447   

(2) 長期前払費用   1,236   1,459 1,310   

(3) その他   1,926   5,068 2,085   

(4) 貸倒引当金   △375   △256 △250   

投資その他の資産 
合計   7,116   11,014 7,593   

固定資産合計    129,338 87.67 141,605 88.17   132,337 88.16

資産合計    147,522 100.00 160,613 100.00   150,112 100.00

           



  

  

    前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 支払手形   4,894   5,980 4,457   

２ 買掛金   9,758   11,607 9,309   

３ 短期借入金   32,500   29,200 26,300   

４ 一年以内返済予定の 
長期借入金   10,500   12,800 10,700   

５ コマーシャル 
ペーパー   26,000   27,500 32,000   

６ リース債権譲渡支払 
債務 

※３ 
  ―   2,700 ―   

７ その他   8,530   7,970 9,529   

流動負債合計    92,183 62.49 97,758 60.86   92,297 61.49

Ⅱ 固定負債          

１ 長期借入金   27,100   24,500 27,100   

２ 長期リース債権譲渡 
支払債務 

※３ 
  ―   5,485 ―   

３ メンテナンス等引当 
金   1,045   944 1,052   

４ その他   26   28 27   

固定負債合計    28,172 19.10 30,958 19.28   28,180 18.77

負債合計    120,355 81.59 128,717 80.14   120,477 80.26

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    2,750 1.86 2,750 1.71   2,750 1.83

Ⅱ 資本剰余金          

１ 資本準備金   2,418   2,418 2,418   

資本剰余金合計    2,418 1.64 2,418 1.51   2,418 1.61

Ⅲ 利益剰余金          

１ 利益準備金   183   183 183   

２ 任意積立金   18,450   22,450 18,450   

３ 中間(当期)未処分 
利益   3,311   3,977 5,768   

利益剰余金合計    21,945 14.88 26,610 16.57   24,402 16.26

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金    51 0.03 115 0.07   62 0.04

Ⅴ 自己株式    ― ―   △0 △0.00

資本合計    27,166 18.41 31,895 19.86   29,634 19.74

負債・資本合計    147,522 100.00 160,613 100.00   150,112 100.00

           



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    45,116 100.00 46,634 100.00   91,643 100.00

Ⅱ 売上原価 ※１  37,196 82.45 39,045 83.73   75,515 82.40

売上総利益    7,919 17.55 7,589 16.27   16,128 17.60

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  3,387 7.50 3,450 7.40   6,989 7.63

営業利益    4,532 10.05 4,139 8.87   9,139 9.97

Ⅳ 営業外収益 ※２  24 0.05 51 0.11   36 0.04

Ⅴ 営業外費用 ※３  15 0.04 18 0.04   33 0.04

経常利益    4,541 10.06 4,172 8.94   9,141 9.97

Ⅵ 特別利益    ― ― ― ―   62 0.07

Ⅶ 特別損失 ※４  1,126 2.50 ― ―   1,126 1.23

税引前中間(当期) 
純利益    3,414 7.56 4,172 8.94   8,077 8.81

法人税、住民税 
及び事業税   809   1,439 2,642   

法人税等調整額   △88 720 1.59 236 1,675 3.59 32 2,674 2.91

中間(当期)純利益    2,693 5.97 2,496 5.35   5,403 5.90

前期繰越利益    618 1,480   618 

中間配当額    ― ―   252 

中間(当期)未処分 
利益    3,311 3,977   5,768 

           



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び

評価方法 

有価証券 

(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 

有価証券 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

有価証券 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  (2) その他有価証券 

 ① 時価のあるもの 

   中間決算日の市場価格等に

基づく時価法 

   評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は

移動平均法により算定 

(2) その他有価証券 

 ① 時価のあるもの 

同左 

(2) その他有価証券 

 ① 時価のあるもの 

   期末日の市場価格等に基づ

く時価法 

   評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は

移動平均法により算定 

   ② 時価のないもの 

   移動平均法による原価法 

 ② 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

なお、投資事業有限責任組

合への出資（証券取引法第

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。 

 ② 時価のないもの 

同左 

２ 固定資産の減価償却

の方法 
(1) 賃貸資産 

リース期間を償却年数とし、

リース期間満了時のリース資

産の処分見積価額を残存価額

とする定額法 

なお、将来のリース債権の回

収困難等に伴うリース資産の

処分損失に備えるため、減価

償却費を追加計上しておりま

す。 

(1) 賃貸資産 

同左 

(1) 賃貸資産 

同左 

  (2) 社用資産 

定率法 

なお、主な耐用年数は３～15

年であります。 

(2) 社用資産 

同左 

(2) 社用資産 

同左 

  (3) その他の無形固定資産 

定額法 

なお、ソフトウェア（自社利

用分）については、社内にお

ける利用可能期間（５年）に

基づく定額法 

(3) その他の無形固定資産 

同左 

  

(3) その他の無形固定資産 

同左 

  

３ 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

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 



  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  (2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当期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、当中間会計期間末に

おいて発生していると認めら

れる額を計上しております。 

  なお、数理計算上の差異は、

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

(10年)による定額法によりそ

れぞれ発生の翌事業年度から

費用処理することとしており

ます。 

(2) 退職給付引当金 

同左 

(2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当期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、当期末において発生

していると認められる額を計

上しております。 

  なお、数理計算上の差異は、

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

(10年)による定額法によりそ

れぞれ発生の翌事業年度から

費用処理することとしており

ます。 

  (3) メンテナンス等引当金 

  中間会計期間末日現在保有し

ているリース資産の車検等に

要する将来の支出及び自動車

リサイクル法に基づく将来の

リサイクル費用の発生に備え

るため、その負担見込額のう

ち、当中間会計期間末におい

て発生していると認められる

額を計上しております。 

 (追加情報) 

  平成14年７月に制定された

「使用済自動車の再資源化等

に関する法律」（自動車リサ

イクル法）が平成17年１月１

日から施行されることに伴

い、当中間会計期間より同法

に基づく将来のリサイクル費

用の発生見込額279百万円を

メンテナンス等引当金に含め

ております。 

(3) メンテナンス等引当金 

  中間会計期間末日現在保有し

ているリース資産の車検等に

要する将来の支出及び自動車

リサイクル法に基づく将来の

リサイクル費用の発生に備え

るため、その負担見込額のう

ち、当中間会計期間末におい

て発生していると認められる

額を計上しております。 

  

(3) メンテナンス等引当金 

期末日現在保有しているリー

ス資産の車検等に要する将来

の支出及び自動車リサイクル

法に基づく将来のリサイクル

費用の発生に備えるため、そ

の負担見込額のうち、当事業

年度末において発生している

と認められる額を計上してお

ります。 

(追加情報) 

平成14年7月に制定された

「使用済自動車の再資源化等

に関する法律」(自動車リサ

イクル法)が平成17年1月1日

から施行されたことに伴い、

当事業年度より同法に基づく

将来のリサイクル費用の発生

見込額234百万円をメンテナ

ンス等引当金に含めておりま

す。 

４ リース取引の処理方

法 

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引について

は、通常の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

す。 

同左 同左 

５ その他中間財務諸表

(財務諸表)作成のた

めの基本となる重要

な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

 なお、仮払消費税等と仮受消費

税等は相殺のうえ、流動資産の

「その他」に含めて表示してお

ります。 

消費税等の会計処理 

同左 

  

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

  



会計処理の変更 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(売上高計上方法の変更) 

給油カードによるガソリンの販売等(提携

仲介取引)につきましては、従来、ユーザ

ーへの販売取引額を売上高に、その仕入

原価を売上原価に計上する方法で会計処

理を行っておりましたが、昨今、提携仲

介取引の取扱高が著しく伸び、かつ決済

代行機能を重視する内容の取引割合が増

加していることから、当中間会計期間に

経営管理指標の見直しを行い、本取引の

経済実態を勘案してより有用性のある売

上高の経営指標として、利鞘相当分を売

上高に計上する方法に会計処理を変更し

ました。この変更により、売上高及び売

上原価は3,858百万円それぞれ減少しまし

たが、売上総利益に与える影響はありま

せん。 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間会計期間から「固定資産の減損に

係る会計基準」(「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」(企

業会計審議会 平成14年８月９日))及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」(企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６号)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。 

  

(売上高計上方法の変更) 

給油カードによるガソリンの販売等(提携

仲介取引)につきましては、従来、ユーザ

ーへの販売取引額をその他の売上高に、

その仕入原価をその他の売上原価に計上

する方法で会計処理を行っておりました

が、昨今、提携仲介取引の取扱額が著し

く伸び、かつ決済代行機能を重視する内

容の取引割合が増加していることから、

当事業年度に経営管理指標の見直しを行

い、本取引の経済実態を勘案してより有

用性のある売上高の経営指標として、利

鞘相当分をその他の売上高に計上する方

法に会計処理を変更しました。この変更

により、その他の売上高及びその他の売

上原価は7,979百万円それぞれ減少しまし

たが、売上総利益に与える影響はありま

せん。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

(中間損益計算書関係) 

  

  

前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

は次のとおりであります。 

   このうち処分損失に備えるため

の追加計上累計額は1,736百万

円であります。 

賃貸資産 141,760百万円

社用資産 103百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

は次のとおりであります。 

   このうち処分損失に備えるため

の追加計上累計額は919百万円

であります。 

賃貸資産 154,206百万円

社用資産 120百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

は次のとおりであります。 

   このうち処分損失に備えるため

の追加計上累計額は991百万円

であります。 

賃貸資産 148,013百万円

社用資産 106百万円

 ２ 偶発債務 

   銀行借入に対する保証債務 

Sumisho Auto  

Leasing 
881百万円

International  

Co., Ltd. 

(330百万タイ

バーツ)

 ２ 偶発債務 

   銀行借入に対する保証債務 

Sumisho Auto  

Leasing 
1,935百万円

International 

Co., Ltd. 

(725百万タイ

バーツ)

 ２ 偶発債務 

   銀行借入に対する保証債務 

Sumisho Auto  

Leasing 
1,752百万円

International  

Co., Ltd. 

(642百万タイ

バーツ)

――――――― ※３ リース債権譲渡支払債務、長期

リース債権譲渡支払債務は、リ

ース債権流動化による資金調達

に係る支払債務額であります。 

――――――― 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 減価償却実施額は次のとおりで

あります。 

有形固定資産 21,852百万円

無形固定資産 126百万円

※１ 減価償却実施額は次のとおりで

あります。 

有形固定資産 22,412百万円

無形固定資産 64百万円

※１ 減価償却実施額は次のとおりで

あります。 

有形固定資産 43,472百万円

無形固定資産 248百万円

※２ 営業外収益のうち主なものは次

のとおりであります。 

受取利息 2百万円

受取配当金 7百万円

※２ 営業外収益のうち主なものは次

のとおりであります。 

受取配当金 7百万円

※２ 営業外収益のうち主なものは次

のとおりであります。 

受取利息 2百万円

受取配当金 10百万円

※３ 営業外費用のうち主なものは次

のとおりであります。 

支払利息 14百万円

※３ 営業外費用のうち主なものは次

のとおりであります。 

支払利息 9百万円

※３ 営業外費用のうち主なものは次

のとおりであります。 

支払利息 26百万円

※４ 合併に伴う子会社株式消却損 

  1,126百万円

――――――― ※４ 合併に伴う子会社株式消却損 

 1,126百万円



(リース取引関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(借手側) 

１ 所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引 

 (1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中

間会計期間末残高相当額 

(借手側) 

１ 所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引 

 (1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中

間会計期間末残高相当額 

(借手側) 

１ 所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引 

 (1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期

末残高相当額 

  器具及び備品

取得価額相当額 208百万円

減価償却累計額 
相当額 

101百万円

中間会計期間末残高 
相当額 

106百万円

  器具及び備品

取得価額相当額 335百万円

減価償却累計額
相当額 

106百万円

中間会計期間末残高
相当額 

229百万円

 器具及び備品

取得価額相当額 175百万円

減価償却累計額
相当額 

74百万円

期末残高相当額 101百万円

   (注)取得価額相当額は、未経過

リース料中間会計期間末

残高が有形固定資産の中

間会計期間末残高等に占

める割合が低いため、支

払利子込み法により算定

しております。 

   (注)  同左    (注)取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、

支払利子込み法により算

定しております。 

 (2) 未経過リース料中間会計期間末

残高相当額 

   (注)未経過リース料中間会計期

間末残高相当額は、未経

過リース料中間会計期間

末残高が有形固定資産の

中間会計期間末残高等に

占める割合が低いため、

支払利子込み法により算

定しております。 

１年以内 50百万円

１年超 55百万円

合計 106百万円

 (2) 未経過リース料中間会計期間末

残高相当額 

   (注)  同左 

１年以内 87百万円

１年超 141百万円

合計 229百万円

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

   (注)未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子

込み法により算定してお

ります。 

１年以内 51百万円

１年超 50百万円

合計 101百万円

 (3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 33百万円

減価償却費 
相当額 

33百万円

 (3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 41百万円

減価償却費
相当額 

41百万円

 (3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 64百万円

減価償却費
相当額 

64百万円

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によ

っております。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(貸手側) 

１ 所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引 

 (1) リース物件の取得価額、減価償

却累計額及び中間会計期間末

残高 

(貸手側) 

１ 所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引 

 (1) リース物件の取得価額、減価償

却累計額及び中間会計期間末

残高 

(貸手側) 

１ 所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引 

 (1) リース物件の取得価額、減価償

却累計額及び期末残高 

  輸送用機器 

取得価額 115,507百万円

減価償却累計額 50,623百万円

中間会計期間末残高 64,884百万円

  輸送用機器

取得価額 118,632百万円

減価償却累計額 54,862百万円

中間会計期間末残高 63,770百万円

 輸送用機器 

取得価額 117,289百万円

減価償却累計額 53,397百万円

期末残高 63,892百万円

 (2) 未経過リース料中間会計期間末

残高相当額 

１年以内 22,851百万円

１年超 44,865百万円

合計 67,716百万円

 (2) 未経過リース料中間会計期間末

残高相当額 

１年以内 22,545百万円

１年超 43,858百万円

合計 66,403百万円

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 22,679百万円

１年超 43,960百万円

合計 66,640百万円

 (3) 受取リース料、減価償却費及び

受取利息相当額 

受取リース料 14,128百万円

減価償却費 12,137百万円

受取利息 
相当額 

2,040百万円

 (3) 受取リース料、減価償却費及び

受取利息相当額 

受取リース料 13,978百万円

減価償却費 12,098百万円

受取利息
相当額 

1,807百万円

 (3) 受取リース料、減価償却費及び

受取利息相当額 

受取リース料 28,316百万円

減価償却費 24,354百万円

受取利息
相当額 

3,978百万円

 (4) 利息相当額の算定方法 

   利息相当額の各期への配分方法

については、利息法によって

おります。 

 (4) 利息相当額の算定方法 

同左 

 (4) 利息相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 30,047百万円

１年超 39,181百万円

合計 69,229百万円

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 32,617百万円

１年超 47,239百万円

合計 79,856百万円

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 30,738百万円

１年超 41,911百万円

合計 72,649百万円



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成16年９月30日)、当中間会計期間末(平成17年９月30日)及び前事業年度末(平成17年３月

31日)のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

(重要な後発事象) 

  

  

(2) 【その他】 

平成17年10月28日開催の取締役会において、第26期の中間配当を行うことを決議いたしました。 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

────── ────── 住友商事株式会社との株式交換 

当社と当社の親会社である住友商事株式

会社は、住友商事グループとして総合力と

機動力を発揮することにより、サービス内

容の高度化及び差別化、並びに、業務効率

の改善によるコスト削減に努めるととも

に、Ｍ＆Ａの推進により更なる事業規模の

拡大と効率性を追求することを主たる目的

として、平成17年４月28日に株式交換契約

書を締結し、平成17年６月24日開催の定時

株主総会において同契約書が承認されまし

た。 

株式交換に関する基本契約書の内容 

(1) 株式交換の内容 

当社は、住友商事株式会社と商法第352

条乃至第363条に定める方法により、株式

交換を行います。 

(2) 株式交換の日 

株式交換の日は平成17年８月２日とし

ます。 

(3) 株式交換に際して発行する株式及び割

当 

住友商事株式会社は、株式交換の日の

前日の最終の当社の株主名簿に記載され

た株主に対し、その所有する当社の普通

株式１株につき5.03株の住友商事株式会

社の普通株式を割当交付します。なお、

割当交付の割合はそれぞれの第三者機関

により提示される株式交換比率の算定結

果を参考に、当社及び住友商事株式会社

の協議のうえ決定しました。 

中間配当金総額 252百万円

１株当たりの額 13円



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

１．臨時報告書 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の２(株式交換に係る

契約の締結)の規定に基づく臨時報告書であります。平成17年４月28日関東財務局長に提出 

  

２．有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度(第25期) (自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 平成17年６月27日関東財務局長に提出。 

  

  

  

  



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  

  



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年12月17日

住商オートリース株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている住商オ

ートリース株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成16年４月

１日から平成16年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中

間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、住商オートリース株式会社及び連結子会社の平成16年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関

する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間に給油カードによるガソリンの販売等（提携仲

介取引）について、ユーザーへの販売取引額を売上高に、その仕入原価を売上原価に計上する方法から、利鞘相当分を

売上高に計上する方法に会計処理を変更している。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上

  

  

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  河  合  利  治  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  三  浦  邦  仁  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  杉  浦  宏  明  ㊞ 

  
(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管して

おります。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月９日

住商オートリース株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている住商オ

ートリース株式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年4月1日か

ら平成17年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰

余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、住商オートリース株式会社及び連結子会社の平成17年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有

用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

  

あずさ監査法人 

指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士  河  合  利  治  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士  三  浦  邦  仁  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士  杉  浦  宏  明  ㊞ 

  
(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管して

おります。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年12月17日

住商オートリース株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている住商オ

ートリース株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第25期事業年度の中間会計期間（平成16年４月１

日から平成16年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査

を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意

見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がない

かどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加

の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、住商オートリース株式会社の平成16年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成16

年４月１日から平成16年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間に給油カードによるガソリンの販売等（提携仲介取

引）について、ユーザーへの販売取引額を売上高に、その仕入原価を売上原価に計上する方法から、利鞘相当分を売上

高に計上する方法に会計処理を変更している。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上

  

あずさ監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  河  合  利  治  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  三  浦  邦  仁  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  杉  浦  宏  明  ㊞ 

  
(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管して

おります。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月９日

住商オートリース株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている住商オ

ートリース株式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第26期事業年度の中間会計期間（平成17年4月1日から

平成17年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、住商オートリース株式会社の平成17年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年

4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

  

あずさ監査法人 

指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士  河  合  利  治  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士  三  浦  邦  仁  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士  杉  浦  宏  明  ㊞ 

  
(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管して

おります。 
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