第28期 決算公告
愛媛県松山市勝山町2丁目1番地
ひめぎん総合リース株式会社
代表取締役 岩﨑 浩二
貸 借 対 照 表
平成26年3月31日 現在
科
目
金
資

産

の

額

科

部

【流動資産】
預金

目

負

債

の

未収リース料

9,262,599,869 【流動負債】
1,149,123,125 転リース未払金
12,824,196 リース債務

リース投資資産

6,905,083,912 短期借入金

貸付金

1,078,440,000 未払法人税等

前払費用
未収収益
未収入金
未収消費税

12,331,554 未払費用
357,100,854 未払転リース料
706,524 前受リース料
103,331,862 前受収益

貯蔵品

3,753,194 割賦未実現利益

立替金

1,582,298 未払消費税

仮払金
その他の資産
貸倒引当金
繰延税金資産（短期）

102,000 未払金
0
△ 428,774,752

（単位：円）
額

部

51,541,973 買掛金

割賦債権

金

預り金

5,905,719,461
548,681,812
0
54,768,342
5,050,000,000
1,197,600
615,783
0
33,194,955
60,491,117
89,016,306
0
66,207,747
91,190

役員賞与引当金

15,453,129 仮受金

0
1,454,609

【固定資産】

469,302,228 【固定負債】

2,148,817,615

（有形固定資産）

299,538,976 長期借入金

2,116,566,000

リース資産
リース資産処分損引当金
車両運搬具
什器・備品

285,937,811 退職給与引当金
△ 6,273,118

役員退職慰労引当金

0 長期仮受消費税
992,734 繰延税金負債

リース社用資産

17,631,549

負債合計

その他社用資産

1,250,000

純 資 産 の 部

建設仮勘定
(無形固定資産）
無形リース資産

0 【株主資本】
35,692,169 [資本金]

2,028,000
1,085,000
29,138,615
0
8,054,537,076
1,662,651,412
30,000,000

0 [資本剰余金]

80,000,000

電話加入権

422,300 資本準備金

80,000,000

ソフトウエア

1,031,001 [利益剰余金]

1,552,651,412

無形リース社用資産
（投資等）
投資有価証券

34,238,868 利益準備金
134,071,083 その他利益剰余金
124,339,273

別途積立金

455,441,230

預託金

6,344,350

長期前払費用

3,216,460 【評価・換算差額金等】

14,796,934

1,000 有価証券評価差額金

14,796,934

保証金
その他投資
【繰延資産】
水道加入金
資産合計

170,000

繰越利益剰余金

7,500,000
1,545,151,412
1,089,710,182

純資産合計

1,677,448,346

負債・純資産合計

9,731,985,422

83,325
83,325
9,731,985,422

注 記 事 項
１．重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準
子会社の株式………移動平均法に基づく原価法
その他有価証券
時価のある有価証券………移動平均法に基づく時価法
なお、時価のある株式等については、期末日前 1 か月の市場価格の平均に基づき、
評価差額について全部資本直入法により処理しております。
時価のない有価証券………移動平均法に基づく原価法
（２）固定資産の減価償却方法
リース資産………リース期間を耐用年数とする定額法を採用しております。
その他の有形固定資産………定率法を採用しております。
その他の無形固定資産………定額法を採用しております。
（３）引当金の計上基準
貸倒引当金………貸出金等の貸倒損失に備えるため、自己査定規程に則り、その損失見
積額を計上しております。なお、個別評価金銭債権の取立不能見込額
については、直接控除しております。
ﾘｰｽ資産処分損引当金 ………ﾘｰｽ資産の処分損失に備えるため、自己査定規程に則り、
その損失見積額を計上しております。
退職給与引当金………社員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務を計上
しております。
役員退職慰労引当金………役員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務を
計上しております。
（４）リース取引の処理方法
リース契約日が平成 20 年 4 月 1 日以降のファイナンスリース取引については売買取引、
リース契約日が平成 20 年 3 月 31 日以前のファイナンスリース取引及びオペレーティング
リース取引は賃貸借取引による会計処理によっております。
（５）割賦販売取引の処理方法
割賦販売取引は、商品の引渡時にその契約高の全額を割賦債権に計上し、支払期日到来
の都度、割賦金収入及びそれに対する割賦原価を計上しております。
期日未到来の割賦債権に対する割賦未実現利益は繰延処理しております。
（６）消費税及び地方消費税の会計処理については、税抜方式を採用しております。

２．貸借対照表関係
（１）外貨建資産・負債
該当ありません。
（２）子会社の株式総額
該当ありません。
（３）支配株主に対する金銭債権および金銭債務
長期金銭債権
短期金銭債務

444,935 千円（リース債権残高）
3,401,946 千円

（４）有形固定資産の減価償却累計額
うちリース資産の減価償却累計額
（５）無形固定資産の減価償却累計額
うちリース資産の減価償却累計額

5,837,548 千円
5,782,277 千円
720,083 千円
665,456 千円

（６）リース投資資産の内訳
債権額
見積残存価格

7,433,112 千円
135,647 千円

受取利息相当額（―） 971,418 千円
計

6,597,341 千円

※親会社の計数は除いております。
（７）リース投資資産に係るリース債権部分の回収予定額
１年以内

2,363,612 千円

１年超２年以内

1,629,747 千円

２年超３年以内

1,170,102 千円

３年超４年以内

907,134 千円

４年超５年以内

564,572 千円

５年超

797,945 千円

計

7,433,112 千円

※親会社の計数は除いております。
（８）重要なリース資産
該当ありません。
３．１株当たり当期利益・・・・・・・・97,472 円 99 銭

