
１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９月30日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況
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（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年３月期第２四半期 176,981 △1.0 11,142 48.9 11,401 43.3 6,971 64.4

25年３月期第２四半期 178,794 38.7 7,482 △13.4 7,954 △14.0 4,239 △20.4

（注）包括利益 26年３月期第２四半期 8,782百万円（ ％）115.4 25年３月期第２四半期 4,077百万円（ ％）△21.2

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

26年３月期第２四半期 188.79 －

25年３月期第２四半期 117.11 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第２四半期 1,382,781 106,256 7.3

25年３月期 1,372,246 84,905 5.9

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 101,491百万円 25年３月期 80,316百万円

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

25年３月期 － 24.00 － 26.00 50.00

26年３月期 － 26.00

26年３月期（予想） － 26.00 52.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 330,000 △6.4 15,500 5.7 16,600 8.0 10,000 12.1 251.39

（注）１．直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）発行済株式数（普通株式）

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

②  ①以外の会計方針の変更 ： 無

③  会計上の見積りの変更 ： 無

④  修正再表示 ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期２Ｑ 42,649,000株 25年３月期 36,849,000株

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 540株 25年３月期 650,442株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 36,925,825株 25年３月期２Ｑ 36,198,558株

この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続が終了してお

ります。

（将来に関する記述等についてのご注意）

平成25年５月９日（平成25年３月期 決算発表時）に公表いたしました業績予想に変更はありません。

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等

は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

（四半期決算補足説明資料の入手方法）

平成25年11月５日に、当社ホームページに掲載いたします。
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（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府主導による経済政策や金融緩和を契機とした株高・円

安を背景に、緩やかながら回復基調で推移いたしました。新興国経済の先行き不透明感や来春からの消費税増税

による個人消費の停滞リスク等、懸念材料は残るものの、足もとでは企業収益に改善の動きが見られることなど

から、「民間投資」活性化の政府方針の下、今後、設備投資は持ち直しが期待されます。

このような状況を踏まえ、当社グループは、営業展開を加速させるための成長原資の確保と拡大する業容に合

わせた財務基盤の強化を企図し、本年９月に公募増資等を実施いたしました。今後、経済環境の好転等により増

加が見込まれるファイナンスニーズを着実に捕捉することで、当社グループは、グループ収益力を着実に向上さ

せ、持続的成長の実現を目指してまいります。

当第２四半期連結累計期間の営業状況につきましては、リース、割賦、貸付及びその他の契約実行高の合計

は、前年同期（平成24年９月期）に大型案件を実行したことによる反動等から、前年同期比9.2％減少の358,918

百万円となりました。

リース・割賦につきましては、リースの契約実行高は前年同期比14.3％減少の135,706百万円、割賦の契約実行

高は同2.2％減少の30,727百万円となりました。金融分野につきましては、貸付の契約実行高は前年同期比4.7％

減少の192,047百万円、その他の契約実行高は同89.7％減少の437百万円となりました。

損益状況につきましては、売上高は176,981百万円と前年同期（平成24年９月期）比1.0％の減少となりました

が、信用コストの改善等により、営業利益は同48.9％増加の11,142百万円、経常利益は同43.3％増加の11,401百

万円、四半期純利益は同64.4％増加の6,971百万円となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。（売上高は外部顧客への売上高を記載しております。）

〔賃貸〕

賃貸の売上高は前年同期（平成24年９月期）比3.1％減少して161,281百万円となり、営業利益は同8.9％減少

して9,661百万円となりました。

〔割賦〕

割賦の売上高は前年同期比10.0％増加して7,607百万円となりましたが、信用コストが増加したこと等により

営業利益は同59.7％減少して224百万円となりました。

〔貸付〕

貸付の売上高は前年同期比13.7％減少して3,160百万円となりましたが、信用コストの大幅な改善により営業

利益は2,277百万円となりました。

〔その他〕

その他の売上高は前年同期比191.2％増加して4,931百万円となり、営業利益は同132.5％増加して1,148百万

円となりました。

（２）財政状態に関する説明

財政状態につきましては、リース、割賦、貸付及びその他の営業資産残高の合計は前期（平成25年３月期）末

比0.5％増加の1,269,305百万円となりました。

セグメント別では、リースの残高は前期末比0.5％減少して776,132百万円、割賦の残高（割賦未実現利益控除

後）は同0.7％増加の114,722百万円、貸付の残高は同5.6％増加して337,987百万円、その他の残高は同17.1％減

少の40,461百万円となりました。

有利子負債残高につきましては、前期（平成25年３月期）末比0.3％減少の1,172,834百万円となりました。

内訳は、コマーシャル・ペーパーが前期末比3.4％増加の424,200百万円、社債が同100.0％増加の20,000百万

円、債権流動化に伴う支払債務が同2.1％減少の40,221百万円、短期借入金が同0.2％減少の233,102百万円、長期

借入金が同5.5％減少の455,310百万円となりました。

また、純資産は利益の蓄積に加え、本年９月に公募増資等を実施したことにより大幅に増加し、純資産合計は

106,256百万円、自己資本比率は7.3％となりました。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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営業活動によるキャッシュ・フローは、営業貸付債権の増加等により3,270百万円の支出となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、398百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、間接調達で29,312百万円の支出となったことに対し、コマーシャル・

ペーパー及び社債の発行等による直接調達で23,143百万円の収入となり、加えて、新株式の発行並びに自己株式

の処分による資金調達で13,598百万円の収入となったことから、財務活動全体では6,387百万円の収入となりまし

た。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前期（平成25年３月期）末

比3,091百万円増加し、32,337百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成25年５月９日に公表いたしました数値より変更あり

ません。

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 30,532 33,776

受取手形及び売掛金 40 55

割賦債権 114,341 115,126

リース債権及びリース投資資産 728,928 723,326

営業貸付金 212,959 210,557

その他の営業貸付債権 106,884 127,230

営業投資有価証券 48,798 40,461

その他の営業資産 299 199

賃貸料等未収入金 5,011 6,814

繰延税金資産 1,801 1,456

その他の流動資産 20,360 17,663

貸倒引当金 △4,380 △3,454

流動資産合計 1,265,577 1,273,212

固定資産

有形固定資産

賃貸資産

賃貸資産 50,966 52,489

賃貸資産前渡金 － 83

賃貸資産合計 50,966 52,572

社用資産

社用資産 3,369 3,282

社用資産合計 3,369 3,282

有形固定資産合計 54,335 55,855

無形固定資産

賃貸資産

賃貸資産 339 317

賃貸資産合計 339 317

その他の無形固定資産

のれん 395 365

ソフトウエア 5,258 4,762

その他 21 21

その他の無形固定資産合計 5,675 5,149

無形固定資産合計 6,015 5,466

投資その他の資産

投資有価証券 20,735 22,181

破産更生債権等 18,502 19,481

繰延税金資産 3,841 3,131

その他の投資 6,399 6,374

貸倒引当金 △3,159 △2,921

投資その他の資産合計 46,318 48,248

固定資産合計 106,669 109,569

資産合計 1,372,246 1,382,781
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 59,769 55,806

短期借入金 233,548 233,102

1年内返済予定の長期借入金 195,539 176,037

コマーシャル・ペーパー 410,200 424,200

債権流動化に伴う支払債務 41,055 40,221

リース債務 14,061 12,539

未払法人税等 3,141 3,118

割賦未実現利益 401 403

賞与引当金 645 652

役員賞与引当金 65 6

債務保証損失引当金 101 90

その他の流動負債 21,344 18,485

流動負債合計 979,875 964,663

固定負債

社債 10,000 20,000

長期借入金 286,099 279,273

債権流動化に伴う長期支払債務 22 －

退職給付引当金 2,336 2,333

役員退職慰労引当金 42 47

受取保証金 7,344 8,502

その他の固定負債 1,621 1,704

固定負債合計 307,466 311,861

負債合計 1,287,341 1,276,525

純資産の部

株主資本

資本金 11,760 17,874

資本剰余金 9,680 16,086

利益剰余金 58,054 64,084

自己株式 △1,079 △0

株主資本合計 78,416 98,044

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,616 3,319

繰延ヘッジ損益 △117 △80

為替換算調整勘定 △598 208

その他の包括利益累計額合計 1,900 3,447

少数株主持分 4,588 4,765

純資産合計 84,905 106,256

負債純資産合計 1,372,246 1,382,781
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
（四半期連結損益計算書）
（第２四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 178,794 176,981

売上原価 158,601 158,052

売上総利益 20,192 18,928

販売費及び一般管理費 12,710 7,785

営業利益 7,482 11,142

営業外収益

受取利息 6 5

受取配当金 200 235

持分法による投資利益 136 127

投資収益 45 44

その他 287 195

営業外収益合計 676 609

営業外費用

支払利息 180 164

社債発行費 － 50

その他 24 135

営業外費用合計 204 350

経常利益 7,954 11,401

特別利益

投資有価証券売却益 0 93

特別利益合計 0 93

特別損失

投資有価証券評価損 11 42

特別損失合計 11 42

税金等調整前四半期純利益 7,943 11,452

法人税、住民税及び事業税 4,296 3,436

法人税等調整額 △967 779

法人税等合計 3,328 4,215

少数株主損益調整前四半期純利益 4,614 7,236

少数株主利益 375 265

四半期純利益 4,239 6,971
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（四半期連結包括利益計算書）
（第２四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 4,614 7,236

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △529 704

繰延ヘッジ損益 △60 37

為替換算調整勘定 33 646

持分法適用会社に対する持分相当額 19 157

その他の包括利益合計 △536 1,545

四半期包括利益 4,077 8,782

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,708 8,518

少数株主に係る四半期包括利益 369 263
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 7,943 11,452

賃貸資産減価償却費 6,433 5,320

社用資産減価償却費及び除却損 973 954

持分法による投資損益（△は益） △136 △127

投資損益（△は益） △45 △44

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,340 △1,165

賞与引当金の増減額（△は減少） 1 7

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30 △59

退職給付引当金の増減額（△は減少） △0 △2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △156 4

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 108 △11

受取利息及び受取配当金 △207 △241

資金原価及び支払利息 3,565 3,220

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △0 △93

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 11 42

売上債権の増減額（△は増加） △8 △15

割賦債権の増減額（△は増加） 1,783 △783

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増
加）

△16,099 5,931

営業貸付債権の増減額（△は増加） △12,602 △13,637

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 798 8,193

賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） 3,983 △1,802

賃貸資産の取得による支出 △10,253 △9,141

賃貸資産の売却による収入 1,892 2,824

仕入債務の増減額（△は減少） △7,358 △4,027

その他 △1,072 △3,869

小計 △23,816 2,930

利息及び配当金の受取額 454 436

利息の支払額 △3,647 △3,174

法人税等の支払額 △2,460 △3,462

営業活動によるキャッシュ・フロー △29,470 △3,270

投資活動によるキャッシュ・フロー

社用資産の取得による支出 △666 △356

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △612 △25

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

38 206

その他 130 △222

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,108 △398
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

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） 21,059 △1,381

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 43,700 14,000

長期借入れによる収入 60,601 67,436

長期借入金の返済による支出 △96,654 △95,367

債権流動化による収入 128,800 97,400

債権流動化の返済による支出 △126,008 △98,256

社債の発行による収入 － 10,000

株式の発行による収入 － 12,228

自己株式の処分による収入 － 1,370

配当金の支払額 △868 △941

その他 △17 △101

財務活動によるキャッシュ・フロー 30,610 6,387

現金及び現金同等物に係る換算差額 55 372

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 86 3,091

現金及び現金同等物の期首残高 39,900 29,245

現金及び現金同等物の四半期末残高 39,987 32,337
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該当事項はありません。 

当社は平成25年８月22日開催の取締役会決議に基づき、当第２四半期連結会計期間において公募による新株式発行

並びにオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関する第三者割当による新株式発行を行い、資本金及び資

本剰余金がそれぞれ6,114百万円増加しております。また、当第２四半期連結会計期間において自己株式の処分によ

り資本剰余金が291百万円増加し、自己株式が1,078百万円減少しております。この結果、当第２四半期連結会計期間

末において資本金が17,874百万円、資本剰余金が16,086百万円、自己株式が△０百万円となっております。

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円) 

 （注）１．セグメント利益の調整額△2,153百万円には、セグメント間取引消去△148百万円及び各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△2,005百万円が含まれております。

 ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円) 

 （注）１．セグメント利益の調整額 百万円には、セグメント間取引消去 百万円及び各報告セグメ

ントに配分していない全社費用 百万円が含まれております。

 ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

賃貸 割賦 貸付 その他
調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

売上高

外部顧客への売上高 166,520 6,916 3,664 1,693 － 178,794

セグメント間の内部売上高

又は振替高
121 156 114 35 △429 －

計 166,642 7,073 3,778 1,729 △429 178,794

セグメント利益又は損失（△） 10,605 556 △2,020 493 △2,153 7,482

賃貸 割賦 貸付 その他
調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

売上高

外部顧客への売上高 161,281 7,607 3,160 4,931 － 176,981

セグメント間の内部売上高

又は振替高
127 149 115 42 △434 －

計 161,409 7,756 3,275 4,973 △434 176,981

セグメント利益 9,661 224 2,277 1,148 △2,169 11,142

△2,169 △170

△1,998
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該当事項はありません。

（１）契約実行高

第２四半期連結累計期間における契約実行高の実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（注）賃貸セグメントについては、第２四半期連結累計期間に取得した賃貸用資産の取得金額、割賦セグメ

ントについては、割賦債権から割賦未実現利益を控除した額を表示しております。

（２）営業資産残高

営業資産残高をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（注）割賦セグメントについては、割賦債権から割賦未実現利益を控除した額を表示しております。

（重要な後発事象）

４．補足情報

セグメントの名称

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

契約実行高
（百万円）

構成比（％）
契約実行高
（百万円）

構成比（％）

賃 貸

ファイナンス・リース 148,259 37.5 126,672 35.3

オペレーティング・リース 10,089 2.5 9,033 2.5

158,349 40.0 135,706 37.8

割 賦 31,411 8.0 30,727 8.6

貸 付 201,443 50.9 192,047 53.5

その他 4,254 1.1 437 0.1

合計 395,459 100.0 358,918 100.0

セグメントの名称

前連結会計年度 当第２四半期連結会計期間

期末残高
（百万円）

構成比（％）
期末残高
（百万円）

構成比（％）

賃 貸

ファイナンス・リース 728,928 57.7 723,326 57.0

オペレーティング・リース 51,306 4.1 52,806 4.2

780,234 61.8 776,132 61.2

割 賦 113,939 9.0 114,722 9.0

貸 付 320,143 25.3 337,987 26.6

その他 48,798 3.9 40,461 3.2

合計 1,263,116 100.0 1,269,305 100.0
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