
  

 
平成 21 年 6 月 1 日

ＮＴＴファイナンス株式会社 
 
 

（訂正）「平成 21 年３月期 決算短信」の一部訂正について 

 
 
 
平成 21 年 5月 12 日に発表しました「平成 21 年３月期 決算短信」に、一部訂正を要する箇所がありましたの

で、下記のとおり訂正いたします。 

 

 

記 

 

１． 訂正する決算短信 

「平成 21 年３月期 決算短信」平成 21 年５月 12 日発表 

 

２． 訂正する箇所 

訂正箇所は    線で示しております。 

 

 

平成 21 年３月期決算短信 １ページ 

 １．平成 21 年３月期の連結業績（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

  (3)連結キャッシュ・フローの状況 

 

（訂正前） 

 

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年３月期 △35,285         △5,729          26,211           44,651           

20年３月期 △57,945         △9,590          80,155           59,543            

 

 

（訂正後） 

 

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年３月期 △35,088         △5,729          26,013           44,651           

20年３月期 △57,945         △9,590          80,155           59,543            
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平成 21 年３月期決算短信 ５ページ 

 (2)財政状態に関する分析  

（キャッシュ・フローの状況） 

 

（訂正前） 

（キャッシュ・フローの状況） 

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度比 148 億 91 百万円減少の 446 億 51 百万

円となりました。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、営業貸付金及びその他の営業貸付債権が 273 億 39 百万円増加し

たこと等により、前連結会計年度比 226 億 59 百万円増加の△352 億 85 百万円となりました。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出 27 億 56 百万円に留まったこと

等により、前連結会計年度比 38 億 61 百万円増加の△57 億 29 百万円となりました。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、預り金の純増額 2,333 億 47 百万円に対して、コマーシャル・ペ

ーパーの純減額 1,758 億 85 百万円及び社債の償還による支出 500 億円等により、前連結会計年度比 539 億

44 百万円減少の 262 億 11 百万円となりました。 

 

 

（訂正後） 

（キャッシュ・フローの状況） 

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度比 148 億 91 百万円減少の 446 億 51 百万

円となりました。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、営業貸付金及びその他の営業貸付債権が 273 億 39 百万円増加し

たこと等により、前連結会計年度比 228 億 57 百万円増加の△350 億 88 百万円となりました。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出 27 億 56 百万円に留まったこと

等により、前連結会計年度比 38 億 61 百万円増加の△57 億 29 百万円となりました。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、預り金の純増額 2,333 億 47 百万円に対して、コマーシャル・ペ

ーパーの純減額 1,758 億 85 百万円及び社債の償還による支出 500 億円等により、前連結会計年度比 541

億 42 百万円減少の 260 億 13 百万円となりました。 
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平成 21 年３月期決算短信 １７ページおよび１８ページ 

 （４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 

（訂正前） 

 

 

　 前連結会計年度
(自　平成19年４月１日

 至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日

 至　平成21年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当
期純損失（△）

2,221 △14,475

賃貸資産及び社用資産減価償却費 158,618 2,686

減損損失 748 817

賃貸資産及び社用資産除却損 19,573 95

投資損失引当金繰入額 1,350 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 48 712

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5 △10

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,773 27,687

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） － 4,945

受取利息及び受取配当金 △93 △14

資金原価及び支払利息 8,492 9,990

為替差損益（△は益） △271 △284

持分法による投資損益（△は益） 60 △21

投資有価証券評価損益（△は益） － 5,126

投資有価証券売却損益（△は益） 105 －

匿名組合投資損益（△は益） △62 △86

社債発行費 107 107

リース会計基準の適用に伴う影響額 － △18,160

割賦債権の増減額（△は増加） △3,328 5,903

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増
加） － △ 6,597

営業貸付金の増減額（△は増加） △48,061 △13,574

その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） △2,201 △13,765

賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） △1,711 3,799

カード未収入金の増減額（△は増加） △2,423 △2,804

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 809 228

営業有価証券の増減額（△は増加） △1,657 △6,714

賃貸資産の取得による支出 △175,095 △8,061

支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） △6,268 △1,160

その他 △2,791 9,681

小計 △48,050 △13,949

利息及び配当金の受取額 111 32

利息の支払額 △8,274 △9,699

法人税等の支払額 △1,731 △11,669

営業活動によるキャッシュ・フロー △57,945 △35,285
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　 前連結会計年度
(自　平成19年４月１日

 至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日

 至　平成21年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △7,819 △2,756

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得
による収入

11 －

投資有価証券の売却及び償還による収入 96 －

関係会社出資金の取得による支出 △16 －

社用資産の取得による支出 △873 △2,082

出資金の取得による支出 △1,000 △1,000

その他 11 109

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,590 △5,729

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（△は減少） 6,583 △6,500

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 103,963 △175,885

長期借入れによる収入 56,525 45,718

長期借入金の返済による支出 △45,350 △26,510

債権流動化の純増減額（△は減少） △5,000 △3,300

社債の発行による収入 39,876 39,884

社債の償還による支出 △25,000 △50,000

株式の発行による収入 － 19,994

配当金の支払額 △537 △537

預り金の純増減額（△は減少） △35,905 233,347

長期預り金の受入による収入 35,000 －

長期預り金の返還による支出 △50,000 △50,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 80,155 26,211

現金及び現金同等物に係る換算差額 △223 △87

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 12,396 △14,891

現金及び現金同等物の期首残高 47,148 59,543

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 1 －

現金及び現金同等物の期末残高 59,543 44,651
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（訂正後） 

 

 

　 前連結会計年度
(自　平成19年４月１日

 至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日

 至　平成21年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当
期純損失（△）

2,221 △14,475

賃貸資産及び社用資産減価償却費 158,618 2,686

減損損失 748 817

賃貸資産及び社用資産除却損 19,573 95

投資損失引当金繰入額 1,350 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 48 712

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5 △10

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,773 27,687

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） － 4,945

受取利息及び受取配当金 △93 △14

資金原価及び支払利息 8,492 9,990

為替差損益（△は益） △271 △284

持分法による投資損益（△は益） 60 △21

投資有価証券評価損益（△は益） － 4,938

投資有価証券売却損益（△は益） 105 －

匿名組合投資損益（△は益） △62 △86

社債発行費 107 107

リース会計基準の適用に伴う影響額 － △18,160

割賦債権の増減額（△は増加） △3,328 5,903

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増
加） － △1,746

営業貸付金の増減額（△は増加） △48,061 △13,574

その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） △2,201 △13,765

賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） △1,711 3,799

カード未収入金の増減額（△は増加） △2,423 △2,804

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 809 228

営業有価証券の増減額（△は増加） △1,657 △6,725

賃貸資産の取得による支出 △175,095 △8,061

支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） △6,268 △1,160

その他 △2,791 5,227

小計 △48,050 △13,751

利息及び配当金の受取額 111 32

利息の支払額 △8,274 △9,699

法人税等の支払額 △1,731 △11,669

営業活動によるキャッシュ・フロー △57,945 △35,088
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　 前連結会計年度
(自　平成19年４月１日

 至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日

 至　平成21年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △7,819 △2,756

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得
による収入

11 －

投資有価証券の売却及び償還による収入 96 －

関係会社出資金の取得による支出 △16 －

社用資産の取得による支出 △873 △2,082

出資金の取得による支出 △1,000 △1,000

その他 11 109

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,590 △5,729

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（△は減少） 6,583 △6,500

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 103,963 △175,885

長期借入れによる収入 56,525 45,718

長期借入金の返済による支出 △45,350 △26,510

債権流動化の純増減額（△は減少） △5,000 △3,300

社債の発行による収入 39,876 39,884

社債の償還による支出 △25,000 △50,000

株式の発行による収入 － 19,994

配当金の支払額 △537 △537

預り金の純増減額（△は減少） △35,905 233,347

長期預り金の受入による収入 35,000 －

長期預り金の返還による支出 △50,000 △50,000

その他 － △197

財務活動によるキャッシュ・フロー 80,155 26,013

現金及び現金同等物に係る換算差額 △223 △87

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 12,396 △14,891

現金及び現金同等物の期首残高 47,148 59,543

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 1 －

現金及び現金同等物の期末残高 59,543 44,651
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平成 21 年３月期決算短信 ２２ページ 

 表示方法の変更 

 

（訂正前） 

１．連結貸借対照表 

  前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めておりました「預り金」は、当連結会計年度において、

負債及び純資産の合計額の 100 分の５を超えたため区分掲記しております。 

  なお、前連結会計年度の「預り金」は 55,994 百万円であります。 

２．連結損益計算書 

(1) 前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めておりました「償却債権取立益」は、当連結会計年

度において、営業外収益の総額の 100 分の 10 を超えたため、区分掲記しております。 

  なお、前連結会計年度の「償却債権取立益」は、27 百万円であります。 

(2) 前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めておりました「コマーシャル・ペーパー利息」は、

当連結会計年度において、営業外費用の総額の 100 分の 10 を超えたため区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「コマーシャル･ペーパー利息」は 83 百万円であります。 

 

（訂正後） 

削除 

 

連結損益計算書 

(1) 前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めておりました「償却債権取立益」は、当連結会計年

度において、営業外収益の総額の 100 分の 10 を超えたため、区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「償却債権取立益」は、27百万円であります。 

(2) 前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めておりました「コマーシャル・ペーパー利息」は、

当連結会計年度において、営業外費用の総額の 100 分の 10 を超えたため区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「コマーシャル･ペーパー利息」は 83 百万円であります。 
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平成 21 年３月期決算短信 ２４ページ 

 注記事項（セグメント情報） a.事業の種類別セグメント情報 

 

（訂正前） 

 

 

 

（訂正後） 

 

 

以上 

当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

リース・割賦
販売事業

クレジット
カード事業

営業貸付事
業 

ベンチャー
キャピタル
事業

投資事業
その他の事
業

計
消去又は全
社

連結

（百万円） （百万円） （百万円） (百万円） （百万円） (百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
Ⅰ　売上高及び
営業損益

                                            

売上高                                             

(1)外部顧客に対
する売上高

247,276 7,216 6,120 69 895 398 261,977 － 261,977

(2)セグメント間の
内部売上又は振
替高

－ － － － － － － － －

計 247,276 7,216 6,120 69 895 398 261,977 － 261,977

営業費用 248,653 8,543 17,215 1,406 3,433 216 279,469 4,833 284,302

営業利益又は営
業損失(△)

△1,377 △1,327 △11,095 △1,336 △2,538 182 △17,492 △4,833 △22,325

Ⅱ　資産、減価
償却費、減損損
失及び資本的支

                                            

資産 642,136 32,753 447,338 5,139 31,054 13,033 1,171,455 28,531 1,199,987

減価償却費 2,362 24 0 3 0 0 2,391 294 2,686

減損損失 － 817 － － － － 817 － 817

資本的支出 7,585 498 － － － － 8,084 1,592 9,676

～略～

～略～

　　　　　　　４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産28,531百万円の主なものは、余資運用資金(現金び預金等)及び管理
　　　　　　　　　部門に係る資産等であります。

当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

リース・割賦
販売事業

クレジット
カード事業

営業貸付事
業 

ベンチャー
キャピタル
事業

投資事業
その他の事
業

計
消去又は全
社

連結

（百万円） （百万円） （百万円） (百万円） （百万円） (百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
Ⅰ　売上高及び
営業損益

                                            

売上高                                             

(1)外部顧客に対
する売上高

247,276 7,216 6,120 69 895 398 261,977 － 261,977

(2)セグメント間の
内部売上又は振
替高

－ － － － － － － － －

計 247,276 7,216 6,120 69 895 398 261,977 － 261,977

営業費用 248,653 8,543 17,215 1,406 3,433 216 279,469 4,833 284,302

営業利益又は営
業損失(△)

△1,377 △1,327 △11,095 △1,336 △2,538 182 △17,492 △4,833 △22,325

Ⅱ　資産、減価
償却費、減損損
失及び資本的支

                                            

資産 640,595 32,753 435,398 4,517 28,355 13,033 1,154,654 45,333 1,199,987

減価償却費 2,362 24 0 3 0 0 2,391 294 2,686

減損損失 － 817 － － － － 817 － 817

資本的支出 8,163 498 － － － － 8,661 1,592 10,254

～略～

～略～

　　　　　　　４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産45,333百万円の主なものは、余資運用資金(現金び預金等)及び管理
　　　　　　　　　部門に係る資産等であります。
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