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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

24年3月期第1四半期 65,982 2.1 4,137 △1.6 4,241 0.8 2,504 12.9
23年3月期第1四半期 64,642 △5.0 4,204 49.0 4,207 50.1 2,219 38.7

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 2,488百万円 （42.8％） 23年3月期第1四半期 1,742百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 69.20 ―
23年3月期第1四半期 61.32 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 977,174 71,001 7.2
23年3月期 1,028,020 69,392 6.7
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  69,978百万円 23年3月期  68,385百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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

23年3月期 ― 22.00 ― 24.00 46.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 24.00 ― 24.00 48.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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

第2四半期(累計) 130,000 1.1 7,700 △7.6 7,800 △9.5 4,500 △6.3 124.31
通期 250,000 △2.4 15,000 △2.9 15,000 △5.5 8,500 △5.8 234.82



(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  

(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 
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財務諸表のレビュー手続が終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
平成23年５月６日（平成23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。 
業績予想につきましては、現時点における事業環境において入手可能な情報に基づき作成したものであります。 
実際の業績は、今後の様々な要因により予想値と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23年８月８日に、当社ホームページに掲載いたします。 

4.  その他

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） 24年3月期1Q 36,849,000 株 23年3月期 36,849,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 650,407 株 23年3月期 650,333 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 36,198,621 株 23年3月期1Q 36,198,712 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災によるサプライチェーン寸断の影響などから

生産活動は落ち込みを余儀なくされ、企業収益は足もと減益に転じるなど、厳しい状況が続きました。また、民

間設備投資は底打ちの兆しがみられるものの、電力安定供給への懸念、米国及び中国の経済減速や欧州財政問題

から先行きは依然不透明な状況が続いております。 

  

このような状況のなか、当第１四半期連結累計期間のリース、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22年６月期）比17.8％減少の66,702百万円となりました。 

物融分野につきましては、国内設備投資が低調ななか引き続き顧客ニーズの捕捉に注力いたしましたが、リー

スの契約実行高は前年同期比7.0％減少の41,700百万円、割賦の契約実行高は同10.9％減少の7,258百万円となり

ました。金融分野につきましては、不動産関連ファイナンスを中心に取り組みが減少したことにより、貸付の契

約実行高は前年同期比21.3％減少の17,490百万円、その他の契約実行高は同95.7％減少の253百万円となりまし

た。 

  

損益状況につきましては、売上高は65,982百万円と前年同期（平成22年６月期）比2.1％の増加となりました。

営業利益は景気低迷による営業資産残高の減少に加え、金利が低水準で推移するなかでの競争激化が影響し前年

同期比1.6％減少の4,137百万円となった一方、経常利益は4,241百万円と同0.8％の増加、四半期純利益は投資有

価証券評価損の減少等により同12.9％増加して2,504百万円となりました。 

  

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22年６月期）比4.4％増加して61,720百万円となりましたが、営業利益は営 

業資産残高の減少及び競争激化の影響により同7.9％減少して3,934百万円となりました。 

〔割賦〕 

  割賦の売上高は前年同期比34.0％減少して2,358百万円となりましたが、営業利益は資金原価の低減等によ 

り同24.1％増加して200百万円となりました。 

〔貸付〕 

 貸付の売上高は前年同期比3.0％減少して1,442百万円となりましたが、営業利益は信用コストの低減等によ 

り同76.4％増加して831百万円となりました。 

〔その他〕 

 その他の売上高は前年同期比3.2％減少して461百万円となりましたが、営業利益は信用コストの低減等によ 

り同12.4％増加して227百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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連結会計年度末（平成23

年３月期）比3.7％減少の894,264百万円となりました。 

セグメント別では、リースの残高は前連結会計年度末比2.3％減少して533,408百万円、割賦の残高（割賦未実

現利益控除後）は同5.0％減少の89,755百万円、貸付の残高は同4.8％減少して230,350百万円、その他の残高は同

11.4％減少の40,750百万円となりました。 

有利子負債残高につきましては、前連結会計年度末（平成23年３月期）比45,598百万円減少し832,030百万円と

なりました。 

内訳は、コマーシャル・ペーパーが326,400百万円（前連結会計年度末比900百万円減）、債権流動化に伴う支

払債務が47,296百万円（同14,276百万円増）、短期借入金が105,589百万円（同31,905百万円減）、長期借入金が

352,744百万円（同27,070百万円減）となりました。 

また、純資産合計は利益の蓄積等により引き続き増加して71,001百万円、自己資本比率は7.2％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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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間の実績は、予想に対し順調に進捗しております。したがって、平成24年３月期の第

２四半期連結累計期間及び通期連結業績予想につきましては、平成23年５月６日付の公表から変更ございません。

  

（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（その他）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23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 37,728 19,383

受取手形及び売掛金 42 52

割賦債権 95,091 90,280

リース債権及びリース投資資産 511,669 499,421

営業貸付金 198,762 206,123

その他の営業貸付債権 41,325 22,390

営業投資有価証券 46,008 40,750

その他の営業資産 1,836 1,837

賃貸料等未収入金 2,576 2,414

有価証券 745 745

繰延税金資産 1,745 1,593

その他の流動資産 15,032 17,681

貸倒引当金 △4,644 △4,608

流動資産合計 947,921 898,065

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産   

賃貸資産 34,171 33,643

賃貸資産合計 34,171 33,643

社用資産   

社用資産 3,472 3,499

社用資産合計 3,472 3,499

有形固定資産合計 37,643 37,143

無形固定資産   

賃貸資産   

賃貸資産 344 342

賃貸資産合計 344 342

その他の無形固定資産   

のれん 137 131

ソフトウエア 2,857 2,848

その他 22 22

その他の無形固定資産合計 3,017 3,001

無形固定資産合計 3,361 3,344

投資その他の資産   

投資有価証券 20,923 20,835

破産更生債権等 10,397 9,871

繰延税金資産 3,363 3,802

その他の投資 5,259 4,936

貸倒引当金 △851 △826

投資その他の資産合計 39,093 38,620

固定資産合計 80,098 79,108

資産合計 1,028,020 977,174
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 35,390 29,477

短期借入金 137,494 105,589

1年内返済予定の長期借入金 138,857 116,507

コマーシャル・ペーパー 327,300 326,400

債権流動化に伴う支払債務 30,434 45,465

リース債務 15,359 14,099

未払法人税等 2,972 1,635

割賦未実現利益 576 525

賞与引当金 323 20

債務保証損失引当金 425 405

その他の流動負債 16,754 19,340

流動負債合計 705,889 659,466

固定負債   

長期借入金 240,956 236,236

債権流動化に伴う長期支払債務 2,585 1,831

退職給付引当金 571 375

役員退職慰労引当金 193 194

受取保証金 6,548 6,597

その他の固定負債 1,881 1,470

固定負債合計 252,737 246,705

負債合計 958,627 906,172

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,760 11,760

資本剰余金 9,680 9,680

利益剰余金 48,301 49,937

自己株式 △1,079 △1,079

株主資本合計 68,663 70,299

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 994 769

繰延ヘッジ損益 △46 △55

為替換算調整勘定 △1,225 △1,034

その他の包括利益累計額合計 △277 △320

少数株主持分 1,007 1,022

純資産合計 69,392 71,001

負債純資産合計 1,028,020 977,174
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 64,642 65,982

売上原価 56,501 58,519

売上総利益 8,140 7,463

販売費及び一般管理費 3,936 3,326

営業利益 4,204 4,137

営業外収益   

受取利息 0 14

受取配当金 33 36

持分法による投資利益 63 95

投資収益 4 2

その他 32 56

営業外収益合計 135 204

営業外費用   

支払利息 108 86

その他 23 14

営業外費用合計 131 100

経常利益 4,207 4,241

特別損失   

投資有価証券評価損 154 13

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 102 －

特別損失合計 257 13

税金等調整前四半期純利益 3,950 4,227

法人税、住民税及び事業税 1,942 1,827

法人税等調整額 △239 △121

法人税等合計 1,702 1,705

少数株主損益調整前四半期純利益 2,247 2,521

少数株主利益 27 16

四半期純利益 2,219 2,504
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,247 2,521

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △461 △225

繰延ヘッジ損益 △47 △13

為替換算調整勘定 △54 188

持分法適用会社に対する持分相当額 58 17

その他の包括利益合計 △504 △32

四半期包括利益 1,742 2,488

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,715 2,461

少数株主に係る四半期包括利益 27 26
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 該当事項はありません。  

  

【セグメント情報】  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６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△904百万円には、セグメント間取引消去△14百万円及び各報告セグメ 

   ントに配分していない全社費用△889百万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１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６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△1,056百万円には、セグメント間取引消去△57百万円及び各報告セグメ 

   ントに配分していない全社費用△999百万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。 

   

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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       59,104      3,573       1,487      476       －       64,642

    セグメント間の内部売上高

又は振替高 
     16      0       47       15  △79       －

計      59,120     3,573      1,535       492  △79       64,642

セグメント利益      4,272       161       471      202  △904       4,204

  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       61,720      2,358      1,442      461       －       65,982

    セグメント間の内部売上高

又は振替高 
     25      10       41       23  △100       －

計      61,745     2,368      1,484       484  △100       65,982

セグメント利益      3,934       200       831      227  △1,056       4,137

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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（１）契約実行高 

 第１四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１四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。 

  

４．補足情報

セグメントの名称 

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 

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  42,810  52.8  39,759 59.6

オペレーティング・リース  2,009  2.5  1,940 2.9

   44,819  55.3  41,700 62.5

割 賦  8,148  10.0  7,258 10.9

貸 付  22,211  27.4  17,490 26.2

その他  5,926  7.3  253 0.4

合計  81,106  100.0  66,702  100.0

セグメントの名称 

前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間 

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  511,669  55.1  499,421  55.8

オペレーティング・リース  34,515  3.7  33,986  3.8

   546,185  58.8  533,408  59.6

割 賦  94,514  10.2  89,755  10.0

貸 付  241,925  26.0  230,350  25.8

その他  46,008  5.0  40,750  4.6

合計  928,633  100.0  894,264  100.0
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