
貸　　借　　対　　照　　表

（２０１９年３月３１日現在）

日立キャピタルＮＢＬ株式会社 （単位：百万円）

（資　産　の　部） （負　債　の　部）

科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

流　動　資　産 411,163 流　動　負　債 188,276

現金及び預金 1 買掛金 5,121

割賦債権 13,176 短期借入金 74,508

リース投資資産 311,542
1年以内返済予定
長期借入金 21,500

賃貸料等未収入金 43,749
1年以内返済予定
長期債権譲渡債務 83,504

その他の営業貸付債権 39,985 未払金 1,493

前払費用 2,941 未払費用 442

未収入金 1,342 未払法人税等 383

その他流動資産 119 前受賃貸料 722

貸倒引当金 ▲ 1,696 賞与引当金 547

固　定　資　産 8,129 その他流動負債 51

有形固定資産 2,003 固　定　負　債 215,551

賃貸資産 1,566 長期借入金 66,000

建物 69 長期債権譲渡債務 148,393

器具備品 367 退職給付引当金 1,154

無形固定資産 3,343 その他固定負債 4

賃貸資産 276 負　債　合　計 403,828

ソフトウェア 2,834 （純　資　産　の　部）

ソフトウェア仮勘定 225 株　主　資　本 15,464

その他無形固定資産 7 資　　　本　　　金 10,000

投資その他の資産 2,782 利　益　剰　余　金 5,464

破産更生債権等 1,740 利益準備金 117

差入保証金 18 その他利益剰余金 5,347

繰延税金資産 2,574 　　繰越利益剰余金 5,347

貸倒引当金 ▲ 1,551 純　資　産　合　計 15,464

資　産　合　計 419,293 負債及び純資産合計 419,293

　（注）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損　　益　　計　　算　　書

２０１８年４月 １ 日から
２０１９年３月３１日まで

日立キャピタルＮＢＬ株式会社 （単位：百万円）

科　　　目 金　　額

売　　上　　高

リース売上高 124,837

その他の売上高 1,184 126,021

売　上　原　価

リース原価 110,948

資金原価 1,331 112,279

売上総利益 13,741

販売費及び一般管理費

貸倒引当金繰入額 758

その他の販売費及び一般管理費 8,510 9,269

営業利益 4,472

営業外費用

固定資産処分損 6 6

経常利益 4,465

特別損失

割増退職金 3 3

税引前当期純利益 4,462

法人税、住民税及び事業税 1,552

法人税等調整額 ▲ 136 1,415

当 期 純 利 益 3,046

　（注）　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1． 固定資産の減価償却方法

　 （有形固定資産）

賃貸資産　　： 見積賃貸期間を償却年数とし、見積賃貸期間満了時の見積処分価額を残存価額と

する定額法。

建　　 　物　　： 定額法。　

器具備品　　： 定額法。　

リース賃借資産　： リース期間を償却年数とし、残存価額を零とする定額法。

　（無形固定資産）

賃貸資産　　：　 見積賃貸期間を償却年数とし、見積賃貸期間満了時の見積処分価額を残存価額と

する定額法。

ソフトウェア　　： 自社利用のソフトウェアは、社内における利用可能期間（5年以内）に基づく定額法。

2. 引当金の計上基準

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、

破産更生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。

賞与引当金　： 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見積額のうち、当期に対応する負担額

を計上しております。

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の見込額に基

づき計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に

帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異は、各事業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（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理することとしております。

過去勤務費用は、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費用処理することとしております。

3. 収益及び費用の計上基準

（1） ファイナンス・リース取引に係る売上高及び売上原価の計上基準

リース契約期間に基づくリース契約上の収受すべき月当たりのリース料を基準として、その経過期間

に対応する売上高と売上原価を計上する方法によっております。

（2） オペレーティング・リース取引に係る売上高の計上基準

リース契約期間に基づくリース契約上の収受すべきリース料を基準として売上高を計上する方法に

よっております。

4. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

（貸借対照表に関する注記）

1. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 ： 百万円

短期金銭債務 ： 百万円

長期金銭債務 ： 百万円

2. 有形固定資産の減価償却累計額

0

66,000

97,717
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賃　貸　資　産 ： 百万円

建　　　　　　物 ： 百万円

器　具　備　品 ： 百万円

3. 長期債権譲渡債務は、リース債権の流動化による資金調達額であります。

（税効果会計に関する注記）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

減価償却超過額 百万円

貸倒引当金 百万円

退職給付引当金 百万円

その他 百万円

繰延税金資産合計 百万円

繰延税金負債

繰延税金負債合計 百万円

繰延税金資産の純額 百万円

（関連当事者との取引に関する注記）

1. 親会社及び法人主要株主等

（注） 利率等は一般的取引条件によっております。

（1株当たり情報に関する注記）

1. 1株当たり純資産額 ： 773円24銭

2. 1株当たり当期純利益額 ： 152円34銭

親
会
社

日立
キャピタル㈱

9,983
金　融
サービス業

属性
会社等
の名称

資本金
（百万円）

事業の
内　容

議決権等の
被所有割合

（％）

100.00%

利息の支払
（注）

577 未払費用

関係内容 取引の
内　容

取引金額
（百万円）

科　　目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

短期借入金 74,508

有
事業資金
の借入

85

資金の借入
（純額）

550

長期借入金 66,000

1年以内返済予定
長期借入金

21,500

83,846

27

2,575

343

0

2,574

526

1,040

353

655
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