第30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28年3月31日 現在
科
目
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資

産

の

額

科

部

【流動資産】
預金

目

負

債

の

未収リース料
リース投資資産
貸付金
前払費用
未収収益
未収入金
未収消費税

1,185,543,119 転リース未払金
3,171,801 リース債務
7,415,833,062 短期借入金
504,990,000 未払法人税等
13,162,701 未払費用
187,284,198 未払転リース料
0 前受リース料
40,548,173 前受収益

貯蔵品

1,574,508 割賦未実現利益

立替金

1,006,772 未払消費税

仮払金

0 未払金

その他の資産

0

貸倒引当金
繰延税金資産（短期）

△ 381,260,527

（単位：円）
額

部

9,192,477,971 【流動負債】
187,488,969 買掛金

割賦債権

金

預り金

3,693,190,918
95,788,180
0
31,125,732
3,410,000,000
1,197,600
2,213,443
23,328
21,227,559
47,796,699
81,770,095
0
830,604
92,060

役員賞与引当金

33,135,195 仮受金

0
1,125,618

【固定資産】

350,576,960 【固定負債】

4,091,158,337

（有形固定資産）

209,551,340 長期借入金

4,019,606,000

リース資産

201,937,520 退職給与引当金

リース資産処分損引当金

△5,255,152

車両運搬具
什器・備品

役員退職慰労引当金

0 長期仮受消費税
479,499 繰延税金負債

リース社用資産

11,139,473

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
電話加入権
ソフトウエア
無形リース社用資産
（投資等）
投資有価証券

0 【株主資本】
18,508,035 [資本金]

3,544,700
3,605,000
64,402,637
0
7,784,349,255
1,748,736,679
30,000,000

0 [資本剰余金]

80,000,000

422,300 資本準備金

80,000,000

328,001 [利益剰余金]

1,638,736,679

17,757,734 利益準備金

7,500,000

122,517,585 その他利益剰余金
111,169,691

別途積立金

455,441,230

預託金

7,824,280

長期前払費用

3,352,614 【評価・換算差額金等】

9,972,330

1,000 有価証券評価差額金

9,972,330

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

1,631,236,679
1,175,795,449

純資産合計

1,758,709,009

負債・純資産合計

9,543,058,264

3,333
3,333
9,543,058,264

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
627,434 千円（リース債権残高）

長期金銭債権
短期金銭債務

3,488,146 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

5,352,801 千円
5,337,037 千円
658,057 千円
611,793 千円

（６）リース投資資産の内訳
債権額

7,450,782 千円

見積残存価格

280,652 千円

受取利息相当額（―）

753,210 千円

計

6,978,224 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

2,373,508 千円

１年超２年以内

1,810,191 千円

２年超３年以内

1,329,834 千円

３年超４年以内

910,171 千円

４年超５年以内

548,640 千円

５年超

478,438 千円

計

7,450,782 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・・・・・・・・76,363 円 74 銭

