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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

注）※１ 会計基準変更に伴い売却として認識されたリース債権の流動化による利益 

（会計基準変更に伴う影響について） 

 当社は第１四半期連結会計期間から、改正後のリース会計基準を早期適用しております。これにより従来の賃貸借取

引に準じた方法から、通常の売買取引に係る会計処理に変更しました。これにより従来の方法と比較して、当四半期に

おいて売上高は７億円減少し、営業利益、経常利益は、当四半期においてそれぞれ12百万円増加しております。 

また、同会計基準の適用に伴い、リース債権の流動化に伴う会計処理が変更となりました。前期までは、固定資産の賃

貸資産の売却ではないため、リース債権の流動化の会計処理は借入と同等の処理を行っておりました。しかし、改正後

のリース会計基準において、ファイナンスリースは債権との認識となりました。このためリース債権の流動化は金融資

産の消滅の要件を満たしているため、当期首において債権の売却として認識されることとなりました。同時に、売却に

より債権が消滅したことから前期までは認識していたリースに伴う売上は当四半期連結会計期間より計上しておりませ

ん。この結果、リース債権の流動化に伴う売却益を６億円認識する一方、前期と比較して計上されない売上高が39億円

が発生しております。なお、リース債権の流動化による営業利益、経常利益へ影響額は軽微であります。 

（参考：リース債権の流動化の影響を控除した売上情報）  

注）※２ 通常のリース料収入には前期との比較を容易にするため、リース債権の流動化による影響を控除する前の

     数値を記載しております。また、この中には中途解約の売上げ等も含んでおりません。 

 
前第１四半期連結累計期間 
 （自 平成19年4月 1日 
  至 平成19年6月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
 （自 平成20年4月 1日 
  至 平成20年6月30日） 

増 減 

  金額 伸率(%) 

 売上高（百万円） 62,219 58,187 △4,031 △6.5 

 営業利益（百万円） 3,242 2,800 △442 △13.6 

 経常利益（百万円） 3,241 2,794 △446 △13.8 

 特別利益（百万円）（※1） - 615 615 - 

 当期純利益（百万円） 1,909 2,008 99 5.2 

 １株当たり当期純利益 61円16銭 64円35銭 3円19銭   

 
前第１四半期連結累計期間 
 （自 平成19年4月 1日 
  至 平成19年6月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
 （自 平成20年4月 1日 
  至 平成20年6月30日） 

増 減 

  金額 伸率(%) 

 売上高（百万円）① 

 （流動化による控除前） 62,219 62,121 △98 △0.2 

 売上高（百万円）② 

 （流動化による影響額） - △3,933 △3,933 - 

 売上高（百万円）①＋② 62,219 58,187 △4,031 △6.5 

 通常のリース料収入（※２） 51,668 51,945 277 0.5 
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（第１四半期の連結経営成績） 

 当第１四半期の経営成績につきましては、売上高は前年同期比6.5％減少の581億円となりました。売上高減少の要因

は、リース債権の流動化に伴う影響額が39億円あります。このリース債権の流動化にによる影響を除いた、通常のリー

ス料の収入は前年同期比で0.5％増加し、利回りの改善のほかに再リース売上、手数料収入等が引き続き好調に推移し

ました。その一方で、経済環境の悪化に伴い企業倒産の増加から賃貸・割賦事業における貸倒費用が増加しました。こ

の結果、営業利益は４億円減少しました。 

【賃貸・割賦事業】 

賃貸・割賦事業の売上高は、前年同期比42億円減少し、569億円となりました。これは、リース債権の流動化に伴う

影響39億円のほか、割賦事業における割賦売上が４億円減少したことが要因であります。一方、営業費用もリース債権

の流動化に伴い原価が減少する一方で、賃貸・割賦事業における貸倒費用が増加したことから営業費用の減少は36億円

にとどまり、543億円となりました。このため営業利益は前年同期比５億円減少し25億円となりました。賃貸・割賦事

業における営業資産残高は前年同期末93億円減少しております。これは、リース債権の流動化により当四半期末で売却

としてオフバランスされた資産が261億円あるためです。 

【金融サービス事業】 

売上高は10億円と、前年同期比１億円増加しました。主に請求書発行・売掛金回収代行サービス等による手数料収

入、及び住宅ローン等の個人ローンにおける貸付収益が増加したことによるものであります。金融サービス事業の営業

資産残高は573億円となり、前年同期末比では28億円増加しました。一方、営業費用では法人向け貸付のビジネスロー

ンは選別した取組みにより貸倒費用が減少しました。これらの結果、営業利益は72百万円増加しました。 

【その他の事業】 

 その他の事業につきましては、関連会社のサービス取引が増加したことから、売上高が前年同期比36百万円、営業利

益が同15百万円増加いたしました。その他の事業の営業資産残高についてはリコーグループ向けの融資残高であり、同

グループ向け融資取引が減少したことから、前年同期末比で21億円減少しました。 

  売上高（百万円） 営業利益（百万円） 営業資産（百万円） 

  前四半期 当四半期 増減 前四半期 当四半期 増減 前四半期 当四半期 増減 

賃貸・割賦事業 61,127 56,927 △4,200 3,081 2,561 △520 512,604 503,252 △9,352 

金融サービス事業 878 1,010 132 348 421 72 54,571 57,390 2,819 

その他の事業 213 250 36 43 58 15 13,152 11,026 △2,126 

小 計 62,219 58,187 △4,031 3,473 3,041 △431 580,328 571,669 △8,659 

消去又は全社    －    －    － △230 △241 △10    － － － 

連結計 62,219 58,187 △4,031 3,242 2,800 △442 580,328 571,669 △8,659 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産の状況）  

（※参考情報：リース債権の流動化による影響額）  

【総資産】会計基準の変更に伴い、流動化したリース債権相当額は資産から控除されております。その総資産に与え

る影響額は、219億円であり、営業資産残高に与える影響額は261億円であります。この差額は劣後として保有してい

る債権相当分であります。リース債権の流動化による影響額控除前での比較において、総資産は72億円増加しまし

た。うち営業資産の増加が40億円あり、その他の主な増加はリース債権流動化の劣後保有分であります。 

【純資産】純資産は、前期末比で14億円増加しました。当期純利益で20億円増加し、剰余金の配当として６億円支出

しました。リース債権の流動化により、自己資本比率は12.6％から13.1％へ0.5ポイント改善しております。 

  ・前連結会計年度末                自己資本比率 12.6％ 

  ・流動化の影響控除前、当第１四半期連結会計期間末 自己資本比率 12.7％（87,006/686,110） 

  ・流動化の数値考慮後、当第１四半期連結会計期間末 自己資本比率 13.1％ 

（キャッシュ・フローの状況）  

当第１四半期連結会計期間より、リース事業協会がとりまとめたリース会社の開示モデルに準じて作成しておりま

す。これにより前期までと作成基準が異なるため、前年同期との比較はしておりません。 

【営業活動によるキャッシュ・フロー】 

営業活動による支出は214億円となりました。リース債権の流動化による買戻し112億円、及びリースに係る買掛債務

の支払98億円が主な要因であります。  

【投資活動によるキャッシュ・フロー】 

投資活動による支出は２億円となりました。これは、社用資産の購入によるものであります。  

【財務活動によるキャッシュ・フロー】 

財務活動による収入は217億円となりました。コマーシャルペーパーで230億円の純増加となりました。営業活動、投

資活動の支出に対応し調達しました。 

  前連結会計年度末 

   （平成20年3月31日） 

当第１四半期連結期間末 

  （平成20年6月30日） 

増 減 

  金額 伸率(%) 

 総資産（百万円） 678,884 664,175 △14,709 △2.2 

  営業資産（百万円） 593,704 571,669 △22,035 △3.7 

 その他（百万円） 85,180 92,505 7,325 8.6 

 純資産（百万円） 85,696 87,124 1,427 1.7 

 自己資本比率（％） 12.6 13.1 ＋0.5 

  前連結会計年度末 

   （平成20年3月31日） 

当第１四半期連結期間末 

   （平成20年6月30日） 

増 減 

  金額 伸率(%) 

流動化の影響控除前（百万円） 678,884 686,110 7,226 1.1 

流動化の影響額（百万円） - △21,934 △21,934 - 

貸借対照表の総資産（百万円） 678,884 664,175 △14,709 △2.2 

流動化の影響控除前（百万円） 593,704 597,775 4,071 0.7 

流動化の影響額（百万円） - △26,106 △26,106 - 

貸借対照表の営業資産（百万円） 593,704 571,669 △22,035 △3.7 

 

当第１四半期連結累計期間 

 （自 平成20年4月 1日 

  至 平成20年6月30日）  

 営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △21,412 

 投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △221 

 財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 21,763 

 現金及び現金同等物期末残高（百万円） 621 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成20年４月18日の決算短信で発表しました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想との差異は以下の通

りです。 

（第２四半期連結累計期間）  

（通期）  

（修正理由）  

①リース債権の流動化に係る会計処理の変更 

当社では、資金調達手段のひとつとして、リース債権の流動化を活用しております。従来までは、当該手段につい

ては、「有利子負債」として会計処理をしておりましたが、改正後のリース会計基準の適用により、監査法人と協議

した結果、流動化したリース債権は、債権の売却として認識されることとなりました。これによる当期業績に与える

影響は以下の通りであります。  

 ・ 売上高、売上原価の計上について：当該リース債権を売却扱いとしたことにより、当該債権に関する売上を認

識しない会計処理となります。これにより、売上高は当初見通しより減少いたしますが、同時に売上原価も認

識しない会計処理となりますので、売上総利益及びその他の利益に対する影響は軽微と予想しております。 

 ・ 特別利益の計上について：当第１四半期に、当該リース債権の売却益を615百万円計上いたしました。 

②業務プロセス改革の促進 

 当社では、大量の契約を効率的に処理できる業務システムを確立しております。少額リースを得意とする当社にと

って、この業務システムは重要な競争力の源泉であり、その維持・向上は経営の最重要課題の一つとなっておりま

す。 

 この度、より一層の業務品質・業務効率向上を目指し、抜本的なプロセス改革や拠点統廃合などを検討しており、

これに伴い将来発生する費用として、特別損失を350百万円計上する予定であります。 

  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 

前回発表予想（Ａ） 124,500 6,350 6,300 3,650 116 92 

今回修正予想（Ｂ） 116,200 6,350 6,300 4,000 128 13 

増減額（Ｂ－Ａ） △8,300 － － 350 －  

増減率（％） △6.7 － － 9.6 －  

前中間期実績 124,243 6,581 6,565 3,873 124 07 

  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 

前回発表予想（Ａ） 250,000 12,600 12,500 7,250 232 24 

今回修正予想（Ｂ） 234,000 12,600 12,500 7,400 237 04 

増減額（Ｂ－Ａ） △16,000 － － 150 －  

増減率（％） △6.4 － － 2.1 －  

前期実績 248,560 13,191 13,165 7,704 246 81 

 上記の業績予想は、現時点で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、今後様々な要因により、これらの業績予想 

 とは異なる場合があることをご承知おきください。 
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４．その他 

(1) 期中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） 

該当事項はありません。 

  

(2) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 ・会計処理基準に関する事項の変更  

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

２．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取

引に係る会計処理によっております。これにより、売上高は729百万円減少し、営業利益・経常利益及び税金

等調整前四半期純利益はそれぞれ12百万円増加しております。 

 また、同会計基準の適用に伴いリース債権の流動化による会計処理が変わりました。この変更に伴い認識し

た当連結会計年度期首における利益は615百万円あり、特別利益として計上しております。 
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５．四半期連結財務諸表 
(1)四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 621 491 

受取手形及び売掛金 24 33 

割賦債権 39,738 42,981 

リース債権及びリース投資資産 458,524 － 

営業貸付金 68,417 66,828 

その他の営業貸付債権 21,981 18,980 

その他の営業資産 4,171 － 

賃貸料等未収入金 14,731 15,508 

その他の流動資産 46,668 45,038 

貸倒引当金 △5,557 △4,921 

流動資産合計 649,321 184,941 

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産 9,053 405,367 

社用資産 515 535 

有形固定資産合計 9,569 405,902 

無形固定資産   

賃貸資産 0 82,746 

その他の無形固定資産 1,420 1,323 

無形固定資産合計 1,420 84,069 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,204 1,170 

その他 2,658 2,800 

投資その他の資産合計 3,863 3,971 

固定資産合計 14,853 493,942 

資産合計 664,175 678,884 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,339 25,170 

短期借入金 135,007 135,746 

1年内返済予定の長期借入金 90,160 115,228 

コマーシャル・ペーパー 53,000 30,000 

未払法人税等 2,010 2,592 

割賦未実現利益 4,065 4,218 

引当金 445 761 

その他の流動負債 42,386 35,322 

流動負債合計 342,415 349,040 
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

固定負債   

社債 29,999 29,999 

長期借入金 201,365 212,099 

引当金 488 538 

その他の固定負債 2,782 1,510 

固定負債合計 234,635 244,147 

負債合計 577,051 593,187 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,896 7,896 

資本剰余金 10,160 10,160 

利益剰余金 68,616 67,216 

自己株式 △44 △44 

株主資本合計 86,629 85,228 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 377 357 

評価・換算差額等合計 377 357 

少数株主持分 117 110 

純資産合計 87,124 85,696 

負債純資産合計 664,175 678,884 

リコーリース㈱（8566）　平成21年3月期第１四半期決算短信

8



(2)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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 58,187 

売上原価 52,287 

売上総利益 5,900 

販売費及び一般管理費 3,099 

営業利益 2,800 

営業外収益  

受取配当金 2 

その他の営業外収益 2 

営業外収益合計 4 

営業外費用  

支払利息 9 

その他の営業外費用 1 

営業外費用合計 11 

経常利益 2,794 

特別利益  

リース会計基準の適用に伴う影響額 615 

税金等調整前四半期純利益 3,409 

法人税、住民税及び事業税 1,829 

法人税等調整額 △436 

法人税等合計 1,393 

少数株主利益 7 

四半期純利益 2,008 
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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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６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 3,409 

賃貸資産減価償却費 1,275 

社用資産減価償却費 142 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 636 

引当金の増減額（△は減少） △366 

受取利息及び受取配当金 △6 

資金原価及び支払利息 1,097 

リース会計基準の適用に伴う影響額 △615 

割賦債権の増減額（△は増加） 3,089 

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増
加）

△494,437 

リース会計基準の適用に伴う賃貸資産減少額 479,057 

営業貸付金の増減額（△は増加） △1,588 

賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） 777 

賃貸資産の取得による支出 △1,403 

仕入債務の増減額（△は減少） △9,830 

その他 651 

小計 △18,111 

利息及び配当金の受取額 6 

利息の支払額 △857 

法人税等の支払額 △2,449 

営業活動によるキャッシュ・フロー △21,412 

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 △220 

その他 △0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △221 

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） △738 

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 23,000 

長期借入れによる収入 42,653 

長期借入金の返済による支出 △42,543 

配当金の支払額 △608 

その他 0 

財務活動によるキャッシュ・フロー 21,763 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 129 

現金及び現金同等物の期首残高 491 

現金及び現金同等物の四半期末残高 621 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い

四半期連結財務諸表を作成しております。 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

(5) セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

   当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１．事業の区分は、主たる営業取引の種類により区分しております。 

    ２．各事業区分の主要品目 

①賃貸・割賦事業 

事務用・情報関連機器、医療機器、印刷・工作機械・計測器等のファイナンス・リース、オペレーティン

グ・リース、割賦・クレジット（賃貸取引の満了・中途解約に伴う物件売却等を含む） 

      ②金融サービス事業 

ビジネスローン・業界特化型融資・住宅ローン・マンションローン等の貸付、及び請求書発行・売掛金回

収等の代行サービス 

      ③その他の事業 

リコーグループ会社への融資、リコーグループのファクタリング、計測・校正・機器点検等の受託技術サ

ービス、商品売買等 

３．会計処理の方法の変更 

  「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載のとおり、所有権移転

外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりました

が、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会審議会第一

部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年

４月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに

伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期累計期間の賃貸・

割賦事業の営業利益が12百万円増加しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

   当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 当社及び連結子会社は、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項

はありません。 

ｃ．海外売上高 

   当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

  該当事項はありません。 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 
賃貸・割賦 

事 業 
(百万円) 

金融サービス
事 業 

(百万円) 

その他の事業 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高            

(1)外部顧客に対する売上高 56,927 1,010 250 58,187 － 58,187 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － 

計 56,927 1,010 250 58,187 － 58,187 

営業利益 2,561 421 58 3,041 △241 2,800 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

(1) （要約）四半期連結損益計算書 

  前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

                      （単位：百万円） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 

第１四半期） 

金額 

Ⅰ 売上高  

 １．賃貸料収入 51,668 

 ２．割賦売上高 3,970 

 ３．営業貸付収益  488 

 ４．受取手数料  460 

 ５．その他の売上高  5,632 

  売上高合計  62,219 

Ⅱ 売上原価  

 １．賃貸原価  46,369 

 ２．割賦原価  3,683 

 ３．資金原価  1,029 

 ４．その他の売上原価  4,940 

  売上原価合計  56,023 

売上総利益 6,196 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,954 

営業利益 3,242 

Ⅳ 営業外収益  

 １．受取利息及び受取配当金 2 

 ２．その他 7 

営業外収益合計  10 

Ⅴ 営業外費用  

 １．支払利息 8 

 ２．その他 2 

営業外費用合計  11 

経常利益 3,241 

 税金等調整前四半期純利益 3,241 

 税金費用 1,329 

 少数株主利益 2 

 四半期純利益 1,909 
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(2) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

  （単位：百万円）

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額 

Ⅰ 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 3,241 

賃貸資産減価償却費 44,011 

賃貸資産除却損 1,291 

社用資産減価償却費及び除却損 127 

貸倒引当金の純増減額 
（減少：△） 

△55 

賞与等引当金の純増減額 
（減少：△） 

△288 

役員賞与引当金の純増減額 
（減少：△） 

△26 

有価証券・投資有価証券売却益及
び償還益 

△0 

受取利息及び受取配当金 △3 

支払利息 1,041 

賃貸料等未収入金の純増減額 
（増加：△） 

△284 

その他（資産）の純増減額 
（増加：△） 

△1,167 

支払手形及び買掛金の純増減額 
（減少：△） 

△9,670 

未払金及び未払費用の純増減額 
（減少：△） 591 

その他（負債）の純増減額 
（減少：△） 

1,266 

小計 40,073 

利息及び配当金の受取額 3 

利息の支払額 △1,021 

法人税等の支払額 △2,891 

営業活動によるキャッシュ・フロー 36,164 
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  （単位：百万円）

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

賃貸資産の購入額 △51,942 

賃貸資産売却等 4,270 

未収賃貸債権の増加額 △4,614 

未収賃貸債権の回収額 4,036 

割賦債権の純増減額（増加：△） △1,474 

ファクタリング債権（買取債権）
の回収額 35,683 

ファクタリング債務（支払引受債
務）の支払額 

△34,035 

営業貸付金の実行額 △3,481 

営業貸付金の元本回収額 4,411 

有価証券・投資有価証券売却及び
償還額 0 

有価証券・投資有価証券の取得 △0 

社用資産の購入額 △53 

投資活動によるキャッシュ・フロー △47,200 

   

Ⅲ 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 
（減少：△） 7,563 

コマーシャルペーパーの純増減額
（減少：△） 27,000 

長期借入による収入 7,051 

長期借入金の返済による支出 △20,207 

社債の償還による支出 △10,000 

自己株式の売却・取得による純収
入（支出：△） 

△0 

配当金の支払額 △530 

財務活動によるキャッシュ・フロー 10,876 

   

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額     － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の純増減額 
（減少：△） 

△159 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 642 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 482 
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(3) セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

（単位：百万円）

ｂ．所在地別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

 当社及び連結子会社は、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項

はありません。 

ｃ．海外売上高 

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

  該当事項はありません。 

 
賃貸・割賦 

事 業 
金融サービス 

事 業 
その他の事業 計 消去又は全社 連結 

売上高 61,127 878 213 62,219      － 62,219 

営業費用 58,045 529 170 58,746 230 58,977 

営業利益 3,081 348 43 3,473 △230 3,242 

リコーリース㈱（8566）　平成21年3月期第１四半期決算短信

15



６．その他の情報 

【取扱高、営業資産残高の状況】 

(1) 営業取扱高内訳 

（注）前第１四半期の営業取扱高内訳につきましては、当第１四半期において用いた事業区分の方法により区分して 

おります。 

(2) 営業資産残高内訳  

（注）１．前連結会計年度末の営業資産残高につきましては、当第１四半期において用いた事業区分の方法により区分

しております。 

２．割賦事業につきましては、割賦債権から割賦未実現利益を控除した数値を表示しております。 

事業の種類別セグメントの名称  

前第１四半期 

連結累計期間 

（自 平成19年４月１日 

 至 平成19年６月30日） 

当第１四半期 

連結累計期間 

（自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日） 

対前年比 

金額 
（百万円） 

構成比
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比
（％） 

増減 
(百万円) 

伸率 
（％） 

               

 
 ファイナンス・リース 61,807 84.8 59,200 85.3 △2,607 △4.2 

 
 オペレーティング・リース 1,928 2.6 2,135 3.1 206 10.7 

 
  賃貸事業計 63,736 87.4 61,335 88.4 △2,400 △3.8 

 
 割賦事業 5,718 7.8 4,387 6.3 △1,331 △23.3 

賃貸・割賦事業計   69,454 95.2 65,722 94.7 △3,731 △5.4 

金融サービス事業 3,481 4.8 3,668 5.3 186 5.4 

合 計 72,936 100.0 69,391 100.0 △3,545 △4.9 

事業の種類別セグメントの名称 

前連結会計年度末 

（平成20年３月31日） 

当第１四半期 

連結累計期間末 

（平成20年６月30日） 

対前連結会計年度末比 

金額 
（百万円） 

構成比
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比
（％） 

金額 
（百万円） 

伸率
（％） 

 

 ファイナンス・リースの 

 流動化に伴う控除前残高 ①  482,476   484,630   2,154 0.4 

 

 ファイナンス・リースの 

 流動化に伴う控除額 ② －   △26,106   △26,106 － 

 
 ファイナンス・リース ①＋②  482,476 81.3 458,524 80.2 △23,951 △5.0 

 
 オペレーティング・リース 8,909 1.5 9,054 1.6 144 1.6 

 
  賃貸事業計 491,385 82.8 467,578 81.8 △23,807 △4.8 

 
 割賦事業 35,489 6.0 35,673 6.2 183 0.5 

賃貸・割賦事業計   526,875 88.8 503,252 88.0 △23,623 △4.5 

金融サービス事業 56,040 9.4 57,390 10.0 1,350 2.4 

その他の事業 10,788 1.8 11,026 2.0 238 2.2 

合 計 593,704 100.0 571,669 100.0 △22,035 △3.7 
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