
2006 年８月 

発行登録追補書類に記載の事項 
 

発行登録追補書類番号 17－外 17－６ 

平成 18年８月９日提出 

 

トヨタ モーター クレジット コーポレーション 

2010 年９月 21 日満期ユーロ円建社債 

本書並びに本社債に関する 2006 年８月付発行登録目論見書及び同発行登録目論見書の訂正事項分をもって本社

債の発行登録追補目論見書としますので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では 2006年８月９

日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。 

 

【今回の売出金額】 100 億円 

【発行登録書の内容】  

 提出日  平成 17年８月 16日 

 効力発生日  平成 17年８月 24日 

 有効期限  平成 19年８月 23日 

 発行登録番号  17 - 外 17 

 発行予定額  6,000 億円 

 

【これまでの売出実績】  

番号 提出年月日 売出金額 
減額による 

訂正年月日 
減額金額 

17 - 外 17 - １ 平成 17年９月９日 344 億 1,600 万円 該当事項なし 該当事項なし 

17 - 外 17 - ２ 平成 17年 10 月 14 日 346 億 500 万円 該当事項なし 該当事項なし 

17 - 外 17 - ３ 平成 18年１月 20日 682 億 9,500 万円 該当事項なし 該当事項なし 

17 - 外 17 - ４ 平成 18年３月 17日 351 億 1,200 万円 該当事項なし 該当事項なし 

17 - 外 17 - ５ 平成 18年４月 19日 697 億 8,400 万円 該当事項なし 該当事項なし 

実績合計額 2,422 億 1,200 万円 減額総額 ０円 

  

【残額】 
（発行予定額－実績合計額－減額総額) 

 

3,577 億 8,800 万円 

【安定操作に関する事項】 
 

該当事項なし。 

【縦覧に供する場所】 該当事項なし。 
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第一部 【証券情報】 

 

＜トヨタ モーター クレジット コーポレーション2010年９月21日満期ユーロ円建社債に関する情報＞ 

 

第２ 【売出要項】 

 

１ 【売出有価証券】 

【売出社債（短期社債を除く｡）】 

売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 100 億円 

売出価額の総額 100 億円 

利率 年率 1.36％ 

 

２ 【売出しの条件】 

 摘要 

(２）ユーロ市場で発行される本社債の券面総額は 100 億円である。 

 

社債の概要 

１ 利息 

(ａ)各本社債の利息は、その未償還額面金額に対して上記利率で、2006年８月23日(当日を含む。)

から 2010 年９月 21 日(当日を含まない。)までこれを付し、毎年３月 21 日及び９月 21 日(以

下、それぞれを「利払日」という。)に半年分を後払いする。各利払日に支払われる利息は、

額面金額 100,000 円の各本社債につき680 円である。ただし、 初の利息の支払は、2007 年３

月 21日に、2006 年８月 23日(当日を含む。)から 2007 年３月 21日(当日を含まない。)までの

期間について行われるものとし、その金額は額面100,000円の各本社債につき786円とする(以

下「端数利息額」という。)。 

 

第二部 【参照情報】 

 

第２ 【参照書類の補完情報】 

 

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、

当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(平成18年８月９日)までの間におい

て重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。 

また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出

日現在、当該事項に係るTMCCの判断に変更はない。 

 

以 上 
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有価証券報告書等の提出日以後に発生した重要な事実の内容を記載した書類 

 

2006 年６月 30日終了第１四半期連結財務書類 

（１）連結貸借対照表（未監査） 

（単位：百万米ドル） 

 2006 年６月 30日現在 2006 年３月 31日現在 

資産   

現金及び現金同等物 $1,288 $815 

有価証券投資 1,051 1,176 

金融債権－純額 43,073 42,022 

オペレーティング・リース投資－純額 14,142 12,869 

その他資産 2,210 1,379 

資産合計 $61,764 $58,261 

   

負債及び株主資本   

債務 $51,560 $48,708 

繰延税金負債 2,892 2,428 

その他負債 2,354 2,330 

負債合計 56,806 53,466 

   

契約債務及び偶発債務(注記 10参照)   

株主資本：   

 資本金－額面１株当たり$10,000 

    (授権株式数 100,000 株、 

     発行済株式数 91,500 株) 

915 915 

その他の包括利益累計額 54 60 

剰余金 3,989 3,820 

株主資本合計 4,958 4,795 

負債及び株主資本合計 $61,764 $58,261 

 

 

添付の連結財務書類注記を参照のこと。 
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（２）連結損益計算書（未監査） 

（単位：百万米ドル） 

６月 30日に終了した 

３ヶ月間  

2006 年 2005 年 
金融収益：   

オペレーティング・リース $818 $610 
直接金融リース 30 41 
個人向け融資 544 434 
ディーラー融資 130 92 

金融収益合計 1,522 1,177 
   

オペレーティング・リース 
減価償却費 605 450 

支払利息 500 351 
純金融収益 417 376 
   
保険料収入及び契約収益 79 69 
投資及びその他収益 20 33 
純金融収益及びその他収益 516 478 
   
貸倒損失引当金繰入額 66 38 
費用：   

営業費及び管理費 172 166 
保険損失及び損失調整費 33 28 

貸倒損失引当金繰入額及び費用合計 271 232 
   
税金控除前利益 245 246 
法人税等 76 96 
当期利益 $169 $150 

 

 

添付の連結財務書類注記を参照のこと。 
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（３）連結キャッシュ・フロー計算書（未監査） 

（単位：百万米ドル） 

６月 30日に終了した３ヶ月間 
 

2006 年 2005 年 

営業活動からのキャッシュ・フロー：   

当期利益 $169 $150 

営業活動から得たキャッシュ－純額への 
当期利益の調整： 

  

ヘッジ活動による現金を伴わない影響 (35) 14 

減価償却費及び償却費 728 457 

繰延利益の認識 (147) (83) 

貸倒損失引当金繰入額 66 38 

その他資産の(増加)減少 (36) 61 

相互担保契約に基づく保有金額の増加(減少) 93 (320) 

繰延税金の増加(減少) 467 (316) 

その他負債の(減少)増加 (339) 156 

営業活動から得たキャッシュ－純額 966 157 

   

投資活動からのキャッシュ・フロー：   

有価証券投資の購入 (112) (492) 

有価証券投資の処分 224 421 

金融債権の取得 (5,158) (5,163) 

金融債権の回収 4,010 3,306 

直接金融リースの取得 (43) (33) 

直接金融リースの回収 193 306 

法人向け債権の純増減 (119) (47) 

オペレーティング・リース投資の取得 (2,563) (2,032) 

オペレーティング・リース投資の処分 726 650 

投資活動に使用したキャッシュ－純額 (2,842) (3,084) 

   

財務活動からのキャッシュ・フロー：   

債務の発行手取金 4,413 3,460 

債務の返済 (2,585) (1,559) 

コマーシャル・ペーパーの純増減 521 1,585 

与信契約に基づく TFSA への融資 - (22) 

財務活動から得たキャッシュ－純額 2,349 3,464 

現金及び現金同等物純増加額 473 537 

現金及び現金同等物期首残高 815 799 

現金及び現金同等物期末残高 $1,288 $1,336 

補足的情報：   

利息支払額 ($480) ($271) 

法人税等還付(支払)額 $10 ($386) 

 

 

添付の連結財務書類注記を参照のこと。 
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（４） 連結財務書類注記 

 

注記１．期中財務情報

 

この未監査の中間財務書類に記載されている2006年及び2005年６月30日に終了した３ヶ月間の

情報は、米国で一般に公正妥当と認められている会計原則に準拠して作成されている。経営陣の

意見では、未監査の財務情報は、表示されている期間の経営成績を適正に表示するために必要な

通常の経常的修正からなるすべての調整を反映している。2006年６月30日に終了した３ヶ月間の

経営成績は、必ずしも通年で予想される経営成績を示すものではない。特定の前期の金額は、当

期の表示に合わせて組替再表示されている。 

これら財務書類は、米国証券取引委員会に提出されたトヨタ モーター クレジット コーポレー

ションの様式10－Kによる2006年度年次報告書に含まれている連結財務書類、主要な会計方針及び

その他の連結財務書類注記と合わせて読まれるべきものである。本書では、「TMCC」はトヨタ 

モーター クレジット コーポレーションを指し、「グループ会社」はトヨタ モーター クレジッ

ト コーポレーション及びその連結子会社を指す。 

 

新会計基準 

 

2006年２月、財務会計基準審議会（以下「FASB」という。）は財務会計基準書第155号「特定の

複合金融商品の会計処理」（以下「FAS第155号」という。）を発行した。当該基準書は、FASB基

準書第133号「デリバティブ商品及びヘッジ活動の会計処理」（以下「FAS第133号」という。）に

従って分離処理が要求されている組込デリバティブを含む複合金融商品の公正価値での計上を認

めているが、それを要求するものではない。また当該基準書により、証券化信託が発行した受益

証券もFAS第133号の対象となった。グループ会社は2006年４月１日付で当該基準書を適用したが、

グループ会社の連結財務書類に対する重要な影響はなかった。 

2006年７月、FASBはFASB解釈指針第48号「法人所得税の不確実性の会計処理－FASB基準書第109

号の解釈指針」（以下「FIN第48号」という。）を発行した。この解釈指針は、税務上の見解に関

して不確実な点がある場合の会計処理を明確化している。またこの解釈指針は、税務上の見解が

そのテクニカル面の利点により税務当局の監査に耐えうる可能性が高い場合には、その税務上の

見解による影響額を財務書類において認識するよう要求している。FIN第48号は、2006年12月15日

より後に開始する事業年度の期首より、すなわちグループ会社の場合は2008年３月31日に終了す

る事業年度より適用される。グループ会社は現在、FIN第48号の適用による影響について評価中で

あるが、影響がある場合でもグループ会社の連結財務書類に対する影響額を見積もることはでき

ない。 
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注記２．金融債権－純額 

金融債権－純額の内訳は次のとおりである。 

 

 単位：百万米ドル 

 2006年６月30日現在  2006年３月31日現在

個人向け債権 $34,888  $33,919 

直接金融リース 1,094  1,270 

ディーラー融資 7,538  7,329 

 43,520  42,518 

繰延契約費用 657  627 

前受利益 (626)  (627) 

貸倒損失引当金 (478)  (496) 

金融債権－純額 $43,073  $42,022 

 

 

注記３．オペレーティング・リース投資－純額 

オペレーティング・リース投資－純額の内訳は次のとおりである。 

 

 単位：百万米ドル 

 2006年６月30日現在  2006年３月31日現在

車両 $17,126  $15,690 

設備その他 783  751 

 17,909  16,441 

繰延契約手数料 (47)  (39) 

繰延利益 (386)  (311) 

減価償却累計額 (3,287)  (3,188) 

貸倒損失引当金 (47)  (34) 

オペレーティング・リース投資－純額 $14,142  $12,869 
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注記４．貸倒損失引当金 

以下の表は、2006年及び2005年６月30日に終了した３ヶ月間の金融債権及びオペレーティン

グ・リース投資に係るグループ会社の貸倒損失引当金に関連する情報である。 

 

 単位：百万米ドル 

 ６月30日に終了した３ヶ月間 

 2006年 
 

2005年 

貸倒損失引当金期首残高 $530 $503 

貸倒損失引当金繰入額 66 
 

38 

債権償却、回収額控除後１ (71) (38) 

貸倒損失引当金期末残高 $525 $503 

１ 2006 年及び 2005 年６月 30 日に終了した３ヶ月間において、それぞれ 22 百万米ドル及び 20 百万米ド

ルの回収額控除後。 

 

 単位：百万米ドル 

 ６月30日に終了した３ヶ月間 

 2006年 
 

2005年 

支払期日を60日以上経過した残高合計1   

金融債権 $259 
 

$157 

オペレーティング・リース 42  23  

合計 $301 $180 

1 ほぼすべての個人向け債権、直接金融リース債権及びリース債権は、顧客による債務不履行の場合の

ディーラーに対する遡及権を含まない。 

─ 8 ─



注記５．支払利息、デリバティブ取引及びヘッジ活動 

以下の表は、2006年及び2005年６月30日に終了した３ヶ月間の支払利息の内訳を要約したもの

である。 

 

 単位：百万米ドル 

 ６月30日に終了した３ヶ月間 

 2006年 
 

2005年 

債務に係る支払利息 $553 $393 

債務に係るベーシス・アジャストメントの償却 (18) 
 

(36) 

ヘッジ会計デリバティブに係る実現純利息 43 (26) 

社債発行費の償却 12 11 

ヘッジ会計デリバティブに関連する非有効部分 7 (5) 

非ヘッジ会計損益を除く支払利息 597 337 

非ヘッジ会計による純損益 (97) 14  

支払利息合計 $500 $351 

 

以下の表は、2006 年及び 2005 年６月 30 日に終了した３ヶ月間のグループ会社の支払利息に

含まれる非ヘッジ会計による純損益の内訳を要約したものである。 
 

単位：百万米ドル 

 
６月30日に終了した３ヶ月間 

 2006年 
 

2005年 

通貨スワップ未実現(利益)損失 ($86) $88   

外貨建取引による損失(利益) 86   
 

(88) 

非ヘッジ会計デリバティブに係る実現純利息 (73)  (49)  

非ヘッジ会計デリバティブに係る未実現(利益)損失：   

 金利スワップ (20) 59   

 金利キャップ (4) 3   

その他 － 1   

非ヘッジ会計による損益純額 ($97)  $14   
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以下の表は、連結貸借対照表のその他資産及びその他負債に含まれる、グループ会社のデリバ

ティブ資産及び負債を要約したものである。 
 

 単位：百万米ドル 

 2006年６月30日現在  2006年３月31日現在

デリバティブ資産 $1,667  $1,152 

保有担保１ 344  251 

デリバティブ資産（担保控除後） $1,323  $901 

デリバティブ負債 $176  $230 

１ 2006年３月31日に終了した事業年度に係るグループ会社の様式10－Kによる年次報告書に含まれている

連結財務書類注記の注記８「デリバティブ取引及びヘッジ活動」に記載されているとおり、グループ会

社が特定のデリバティブの取引相手と締結した相互担保契約に基づく現金受取額を表している。 

 

注記６. その他資産及びその他負債 

その他資産及びその他負債の内訳は次のとおりである。 

 

 単位：百万米ドル 

 2006年６月30日現在  2006年３月31日現在

その他資産：    

デリバティブ資産 $1,323  $901 

売却目的中古車 171  160 

繰延費用 115  108 

未収法人税等 371  － 

その他 230  210 

その他資産合計 $2,210  $1,379 

    

その他負債：    

前受保険料及び契約収益 $994  $953 

未払金及び未払費用 930  846 

デリバティブ負債 176  230 

繰延利益 209  186 

その他 45  115 

その他負債合計 $2,354  $2,330 
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注記７．債務 

債務及び関連する加重平均約定金利は次のとおりである。 

 

   加重平均約定金利 

 
2006年６月30日

現在 
2006年３月31日

現在 
2006年６月30日 

現在 
 
2006年３月31日

現在 

 （単位：百万米ドル）    

コマーシャル・ペーパー $12,698 $12,162 5.2％  4.7％ 

社債及び借入金 37,916 36,089 4.3％  4.1％ 

帳簿価額調整１ 946 457    

債務 $51,560 $48,708 4.5％  4.2％ 

１ 外貨建債務に係る為替差損益の影響、ヘッジ会計の関係にある債務に対する公正価値調整額、及びヘッ

ジ会計の関係が中止されたヘッジ対象に係る未償却の公正価値調整額を表している。 

 

債務は、2006年６月30日及び３月31日現在、それぞれ134億米ドル及び125億米ドルの様々な通

貨の外貨建無担保社債を含んでいる。当該無担保社債の発行に並行して、グループ会社は、米ド

ル建以外の債務を米ドル建の支払いに転換するために、同額の想定元本で通貨金利スワップ契約、

又は金利スワップと通貨スワップを組合せた契約を締結している。 

グループ会社の社債及び借入金並びに帳簿価額調整には、2006年６月30日現在、2.0％から

7.8％の範囲の連動型約定利率の変動金利債96億米ドル、また0.6％から11.1％の範囲の約定利率

の固定金利債293億米ドルが含まれている。 

2006年６月30日現在、満期までの平均残存期間38日間のコマーシャル・ペーパーが債務に含ま

れている。社債及び借入金は2037年度までの異なる日付で満期を迎える。 

 

注記８．その他の包括利益 

以下の表は、2006 年及び 2005 年６月 30 日に終了した３ヶ月間のグループ会社の全包括利

益を要約したものである。 
 

 単位：百万米ドル 

 ６月30日に終了した３ヶ月間 

 2006年 
 

2005年 

当期利益 $169 $150 

売却可能有価証券に係る未実現利益の純変動額(税効果
考慮後) 

(6)  4 

包括利益合計 $163 $154 
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注記９．流動性与信枠及び信用状 

以下の表は、TMCC 及びその子会社であるトヨタ クレジット デ プエルトリコ コープ（以下

「TCPR」という。）の与信枠を要約したものである。 
 

 単位：百万米ドル 

 TMCC TCPR 合計 

 
2006年 

６月30日現在 
 

2006年 
３月31日現在

2006年 
６月30日現在

2006年 
３月31日現在

2006年 
６月30日現在 

 
2006年 

３月31日現在

確約された364日間の 
シンジケート銀行与信枠 

$2,733  $2,733 $167 $167 $2,900  $2,900 

確約された５年間の 
シンジケート銀行与信枠 

5,467  5,467 333 333 5,800  5,800 

確約されていない 
信用状与信枠 

55  55 - - 55  55 

与信枠合計 $8,255  $8,255 $500 $500 $8,755  $8,755 

 

2006 年６月 30 日及び３月 31 日現在、与信枠合計のうち２百万米ドルの確約されていない信用

状与信枠が使用されている。2006 年６月 30 日及び３月 31 日現在、確約された与信枠から引出さ

れた金額はない。 

TMCC は、シンジケート銀行与信枠の下で、ネガティブ・プレッジ条項やクロス・デフォルト条

項といった慣習的な条項及び条件の下、融資を受ける場合がある。364 日間の与信枠の下では、

グループ会社の関連会社でありかつ共同借主であるトヨタ クレジット カナダ インクによる

債務不履行はグループ会社の債務不履行とみなされる。シンジケート銀行与信枠には、TMCC また

は TCPR について、それぞれの与信枠に基づく借入に制限を加えるような重要な不利な変化に関す

る条項または追加的財務制限条項は含まれていない。 

 

─ 12 ─



注記10．契約債務及び偶発債務 

 

契約債務及び保証 

TMCCは、後述のとおり特定の契約債務及び保証契約を締結している。契約債務及び保証契約に

基づく 高額の要約は次のとおりである。 

 

 単位：百万米ドル 

 
2006年６月30日 

現在 
 

2006年３月31日
現在 

契約債務：    

自動車及び産業機器ディーラーとの信用供与枠１ $3,220  $3,708 

関連会社との信用供与枠 221  221 

ファシリティ・リース契約２ 111  113 

契約債務合計 3,552  4,042 

    

保証及びその他の偶発債務：    

関連会社の公害管理義務履行及び廃棄物処理義務履行の保証 148  148 

証券化に関連したリボルビング・リクイディティ・ノート 17  17 

契約債務及び保証契約合計 $3,717  $4,207 

１ 2006 年６月 30日及び３月 31日現在、契約債務とは見なされない法人向け融資枠それぞれ 69億米ドル

及び 66億米ドルを除く。当該金額のうち、2006 年６月 30日及び３月 31日現在、それぞれ42億米ドル

及び 43億米ドルは未決済であった。 

２ 2006 年６月 30日及び３月 31日現在、それぞれ 74百万米ドル及び 75百万米ドルの関連会社とのファシ

リティ・リース契約を含む。 

 

2006年６月30日現在、以下を除き、2006年３月31日に終了した事業年度に係るグループ会社の

様式10－Kによる年次報告書に記載されているTMCCの契約債務について重要な変更はない。 

 

契約債務 

自動車及び産業機器ディーラーが利用可能な信用供与枠合計のうち、2006年６月30日及び３月

31日現在の残高はそれぞれ26億米ドル及び24億米ドルであった。2006年６月30日及び３月31日現

在、トヨタ モーター セールス ユーエスエー インクの子会社であるトヨタ デ プエルトリコ 

コーポレーションとのリボルビング信用供与枠に基づく残高はそれぞれ70百万米ドル及び47百万

米ドルであった。相互与信契約に基づいてトヨタ ファイナンシャル サービシズ アメリカズ 

コーポレーション（以下「TFSA」という。）により引出された金額は2006年６月30日及び３月31

日現在、それぞれ約１百万米ドル及び24百万米ドルであった。 

 

保証及びその他の偶発債務 

TMCCは、ウエスト・バージニア州パトナム郡及びインディアナ州ギブソン郡が発行した元本及

び利息の合計が148百万米ドルの関連会社２社に関連する特定の債券を保証している。債券は次の
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とおり満期となる。2028年度－20百万米ドル、2029年度－50百万米ドル、2030年度－38百万米ド

ル、2031年度－30百万米ドル及び2032年度－10百万米ドル。TMCCは、関連会社による債務不履行、

関連会社若しくはTMCCの倒産、又は関連会社、債券発行者若しくはTMCCの保証に基づく条項、条

件若しくは契約の不履行の事象が生じた場合、当該保証に基づいて債務を履行するよう求められ

る。 

これらの保証には、TMCCが支払額に関して関連会社による払戻しを受ける権利を有することに

ついての条項が含まれる。TMCCは、このような支払の保証に対し、年間102,000米ドルの手数料を

受け取っている。TMCCは、2006年６月30日及び３月31日現在、これらの関連会社債券保証に基づ

いて債務履行を求められていない。2006年６月30日及び３月31日現在のこれらの保証の公正価値

は約１百万米ドルであった。これらは関連会社の保証であるため、TMCCは当該保証の公正価値に

関する負債を認識することは求められていない。 

一部の証券化ストラクチャーにおいては、現金積立に対する預け金の代わりにリボルビング・

リクイディティ・ノート（以下「RLN」という。）が利用される。証券化信託は投資家に対する利

息及び元本支払の不足を補填するために関連のRLNから資金を引出すことができる。グループ会社

は引き出された部分の資金を充当し、またRLNの条項は引出した金額に利息を加えて返済すること

を証券化信託に義務付けている。RLNに基づく元本及び利息の返済は、資産担保証券に係る元本及

び利息の支払いに劣後しており、場合によっては、関連の現金積立への預け金に劣後することも

ある。回収額がRLNに基づく残額を返済するのに不十分である場合、グループ会社は残額に対して

損失を認識する。グループ会社の短期無担保債の格付けがムーディーズ又はスタンダード・アン

ド・プアーズのP－1又はA－1をそれぞれ下回る場合、グループ会社はRLNにおける限度額を全額、

関連の現金積立へ預け入れなければならない。2006年６月30日及び３月31日現在、RLNに基づく残

高はなかった。RLNは、2006年６月30日及び３月31日現在、重要な公正価値を有さなかった。グ

ループ会社は、グループ会社がRLNに基づく資金拠出を要求される可能性は低いと経営陣が判断し

たため、RLNに関する負債を認識していない。 

 

補填 

グループ会社は通常の業務過程において、借入債務、デリバティブ、証券化取引、並びにベン

ダー及びサプライヤー契約を含む（これらに限定されない）、いくつかの取引に関連して本業界

においては標準の補填条項を含む契約を締結している。グループ会社が行った表明、保証又は契

約条項に違反した場合、あるいは第三者による買戻請求が生じた場合には、当該補填条項に基づ

いて補填が行われる。また、グループ会社は、例外はあるが、特定の債務発行及びデリバティブ

の実行において、補填による支払に源泉徴収税が課される場合、第三者への支払をグロスアップ

することに同意している。さらに、特定のグループ会社の資金調達契約においては、法律又は規

制の変更による費用の増額分をグループ会社が貸し手に支払うことが要求されている。補填条項

の違反を引き起こす、又はグロスアップ若しくはその他の支払債務を誘因する事象を予測するの

は困難なため、グループ会社が当該条項に基づく買戻請求から生じる将来の 大支払額を見積も

ることはできない。グループ会社がこれらの条項によって重大な額の支払を過去に行ったことは

なく、また2006年６月30日現在、グループ会社は、将来において重大な額の支払を行わなくては
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ならない可能性は低いとの決定を下した。このため、2006年６月30日及び３月31日現在、当該補

填条項に基づく金額は計上されていない。 

 

債権の買戻し 

TMCC は特別目的事業体（以下「SPE」という。）に対して特定の表明及び保証を行い、グルー

プ会社が行った証券化取引の際に売却された債権に関連して、SPE は証券化信託に対して対応す

る表明及び保証を行っている。TMCC 及び SPE は、SPE 若しくは場合により証券化信託の持分に重

要で不利な影響を与える債権についての表明及び保証に違反した場合に債権の買戻しが要求され

る可能性がある。さらに、債権のサービサーである TMCC は、証券化信託の持分に重要で不利な影

響を与える契約条項違反をサービサーが犯した場合、あるいは債権に対して期間延長や条件変更

が行われる場合に、債権の買戻しを要求される可能性がある。サービサーである TMCC は、利息の

支払の減少を補填するために貸付を行うことを選択していない。買戻価格は通常、債権の元本残

高に未払利息を加えた価額である。これらの条項は証券化業界の慣例である。これらの条項に基

づき 2006 年６月 30 日または３月 31 日に終了した３ヶ月間に買戻された債権はなかった。2006

年６月 30 日現在、グループ会社は、TMCC が将来重要な支払を要求される可能性は高くないと判

断した。2006 年６月 30日及び３月 31日現在でこれらの債務に基づく金額は計上されていない。 

 

融資条項 

TMCCは証券化により売却された債権のサービサーとして、関連の証券化信託に対する債務者の

支払いに不足がある場合に、関連する債権の将来の回収額から回収できると考える範囲の融資が

要求される。各証券化信託は、その他に要求されている支払いより前に、すべての債権回収額か

らTMCCに融資残高を返済することが要求されている。これらの条項は自動車金融証券化業界の慣

例である。2006年６月30日及び３月31日現在の融資残高は、合計でそれぞれ１百万米ドルであっ

た。 

 

訴訟 

グループ会社に対し、通常の業務過程より生じる、様々な法的措置、政府による訴訟手続及び

他の請求が、係争中か、又は将来において開始あるいは主張される可能性がある。これらの一部

は、多額の損害賠償や、グループ会社の業務、方針及び慣習に対する変更を求める集団訴訟であ

る、若しくはそのように称されている。これらの訴訟の一部は、他の金融機関や金融子会社に対

して提起された訴訟と類似している。グループ会社の経営陣及び社内外の弁護士は、不利な評決

の可能性及びそれによって生じる債務の金額を判断するために、係争中の請求及び訴訟の定期的

レビューを実施している。グループ会社は、請求に関連した支払が発生する可能性が高く、費用

が合理的に見積可能である場合、法的請求に対して引当金を設定する。確定した法的請求の実際

額及び関連弁護費用は、これらの請求に対する引当金額よりも相当程度高くなる、又は低くなる

可能性がある。しかし、現在入手可能な情報、弁護士の助言、及び引当金の設定額に基づき、経

営陣は、これらより生じる 終的な債務額はグループ会社の連結財務書類に重要で不利な影響を

与えることはないと確信している。 
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公正な融資に関する集団訴訟 

2000年11月に提起された、米国地方裁判所－カリフォルニア州中央地区における集団訴訟の申

立て、ボルチモア対トヨタ モーター クレジット コーポレーションは、グループ会社の価格設定

の方法がアフリカ系及びラテンアメリカ系アメリカ人に対して差別的であると主張している。カ

リフォルニア州の州立裁判所において係争中である２件の訴訟（ヘラ対トヨタ モーター クレ

ジット コーポレーション及びゴンザレス対トヨタ モーター クレジット コーポレーション）

（2003年４月にカリフォルニア州アラメダ郡の高等裁判所及び2003年８月にカリフォルニア州高

等裁判所においてそれぞれ提起された。）もマイノリティに対する差別を主張する同様の申立て

を含んでいる。当該訴訟は、様々な個人により提起されている。３件のすべての訴訟において差

止めによる救済が要求されているが、当該訴訟においては不特定金額の実損害額での損害賠償請

求も申し立てられている。当事者は当該訴訟について和解に達している。この和解は裁判所の承

認待ちの状態である。TMCCは、この和解の中で、和解で認められている金額を超過する金利上乗

せ額を伴う契約の購入を中止すること、また、金利には交渉の余地がありディーラーが金利の一

部を受け取る可能性がある旨の説明をTMCCの契約に記載することに合意した。またTMCCは、(ⅰ)

アフリカ系及びラテンアメリカ系アメリカ人の顧客に対して850,000件の事前承認済融資オファー

（金利上乗せを不可とするもの）を提供すること、(ⅱ)マイノリティに焦点を置いた消費者教育

のために非営利団体に対し750,000米ドルを寄付すること、(ⅲ)損害賠償金95,000米ドルを支払う

こと、(ⅳ)10,600,000米ドルを上限とする弁護士報酬及び費用を支払うこと、並びに(ⅴ)正当な

根拠のある申立てを行った適格な集団訴訟の対象者に対し、適用買取金利を超過した契約に関す

るそれぞれの支払金利に応じて、又は一定の場合においては、TMCCに割り当てられた期間に応じ

て、TMCCから次回の融資を受ける際に利用できる50米ドルから400米ドルの金券、又は25米ドルか

ら225米ドルの小切手を提供することに合意した。TMCCはこの和解に関し、全額引当金を設定して

いる。 

他の管轄区域において、同様の請求を行う集団訴訟ではない訴訟がある。グループ会社は、

TMCCはこれらの申立てに対して強固な防御方法があると考えている。 

 

ニュージャージー州消費者不正訴訟 

2002年11月に提起された、ニュージャージー州の高等裁判所における訴訟、ホルヘ対トヨタ 

モーター インシュアランス サービシズ（以下「TMIS」という。）は、TMISのゴールド プラン期

間外補償（以下「VSA」という。）の内容が不当であり、ニュージャージー州消費者不正法に抵触

すると主張している。2004年９月、かかる訴訟はTMISのゴールド プランVSAを購入したニュー

ジャージー州のすべての消費者による集団訴訟であると認定された。原告は、不特定金額で実損

害額及びその３倍の損害賠償とともに差止めによる救済を要求している。2005年５月に、ニュー

ジャージー州の 高裁判所は、TMISによる略式判決の申立てを却下した予審法廷の判決に対する

上訴の許可を求めるTMISの申立てを認める決定を言い渡した。2006年８月１日付けの意見書によ

り、ニュージャージー州の高等裁判所の上訴部は、予審法廷による集団訴訟の認定を撤回し、

TMISによる略式判決の申立ての却下を無効とする裁定を下した。上訴部は、TMISを支持する判決
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登録のため、予審法廷に本件を差し戻した。 

 

注記11．法人税等 

グループ会社の実効税率は、2006年度第１四半期に39％であったのに対して、2007年度第１四

半期においては31％であった。前年度同期比で2007年度第１四半期の法人税等が減少したのは、

テキサス州の税法(テキサス州粗利益税(H.B.第３号))の変更に関連する一度限りの有利な調整、

及びハイブリッド車クレジットに関連する連邦所得税上の利益による。これらの項目に関連する

法人税等の減少額は、合計で約19百万米ドルであった。 

 

注記12．関連当事者との取引 

2006年６月30日現在のグループ会社の関連当事者との契約又は関係については、以下を除き、

2006年３月31日に終了した事業年度における様式10－Kに記載されているグループ会社の年次報告

書に記載されている内容から変更された重要な事項はない。以下の表は、表示された期間におけ

るグループ会社の連結貸借対照表に含まれた様々な関連当事者との契約又は関係に基づく金額を

要約している。 

 

 単位：百万米ドル 

 2006年６月30日現在  2006年３月31日現在

資産：    

関連会社からの販売奨励金に係る債権 $106  $72 

関連会社に対する債権1 89  60 

住宅ローン制度に係る債権 7  7 

関係会社間債権 9  8 

関連会社からの繰延販売奨励金収入    

金融債権 (302)  (284) 

オペレーティング・リース (384)  (308) 

負債：    

関係会社間債務 95  146 

株主資本：    

与信契約に基づくTFSAへの融資による剰余金の減少 -  24 

TFSAに対する債権に関する組替2 -  (96) 

配当金支払額3 -  115 

   １ トヨタ デ プエルトリコ コーポレーションとのリボルビング信用供与枠に基づくローン残高及び2006年

３月31日に終了した事業年度における様式10－Kに記載されているグループ会社の年次報告書の注記16
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「関連当事者との取引」に詳述されているトヨタ ロジスティクス サービスに対する債権を示してい

る。 

   ２ この勘定科目は、TMCCとの与信契約に基づくTFSAの引出額の残高を示している。当該金額は、TFSAが残

高を決済した2006年度に関係会社間債権に組替えられた。

   ３ 2007年度第１四半期に宣言及び支払われた配当金はない。2006年度において、グループ会社の取締役会

は、TFSAに対する現金配当金115百万米ドルを宣言し、支払を行った。 

 

以下の表は、2006 年及び 2005 年６月 30 日に終了した３ヶ月間におけるグループ会社の損益計

算書に含まれた様々な関連当事者との契約又は関係に基づく金額を要約している。 
 

 単位：百万米ドル 

 ６月30日に終了した３ヶ月間 

 2006年 
 

2005年 

収益：   

メーカーの販売奨励金及びその他収益 $105  $65 

関連会社からの受取保険料及び手数料 20  18 

費用：    

共有サービス費用及びその他 15  17 

従業員給付費用 16  16 

クレジット・サポート費 8  6 
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注記 13．セグメント情報

グループ会社の連結貸借対照表中の事業別セグメントの経営成績の要約は次のとおりである。 
 

 単位：百万米ドル 

 2006年６月30日現在  2006年３月31日現在

資産：    

金融事業 $58,990  $55,913 

保険事業 1,770  1,591 

その他 1,004  757 

資産合計 $61,764  $58,261 

 

2006年及び2005年６月30日に終了した３ヶ月間のグループ会社の損益計算書における事業セ

グメント別財務成績の要約は、以下のとおりである。 

 単位：百万米ドル 

 ６月30日に終了した３ヶ月間 

 2006年 
 

2005年 

総収益：   

金融事業 $1,477 
 

$1,144 

保険事業 87 
 

85 

その他 57 
 

50 

総収益合計 $1,621 
 

$1,279 

当期利益：  
 

 

金融事業 $150 
 

$128 

保険事業 12 
 

17 

その他 7 
 

5 

当期利益合計 $169 
 

$150 
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