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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 105,154 ― 1,760 ― 1,426 ― 923 ―

20年3月期第1四半期 117,442 △6.3 3,688 △58.3 3,472 △60.3 1,809 △45.2

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

21年3月期第1四半期 3.35 ―

20年3月期第1四半期 5.54 5.54

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 703,738 329,162 46.7 1,201.35
20年3月期 695,491 336,765 48.4 1,207.00

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  328,864百万円 20年3月期  336,445百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 14.00 ― 14.00 28.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 14.00 ― 14.00 28.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 221,000 ― 3,500 ― 3,000 ― 500 ― 1.81
通期 466,000 △5.6 12,000 △34.0 11,000 △36.6 3,500 △54.0 12.73

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）  無  

(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  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記記事項 
１．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しております。実際の業績等は、今後様々な要因
により大きく異なる可能性があります。 
２．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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  318,660,417株 20年3月期  318,660,417株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  44,914,514株 20年3月期  39,913,811株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  275,842,491株 20年3月期第1四半期  326,484,322株







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 30,437 29,535

受取手形及び売掛金 5,576 8,656

割賦売掛金 80,981 73,781

営業貸付金 217,938 222,534

商品 37,203 34,981

仕掛品 792 514

その他 34,152 27,399

貸倒引当金 △10,550 △10,720

流動資産合計 396,533 386,683

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 87,521 89,707

土地 102,767 101,853

その他（純額） 12,003 11,647

有形固定資産合計 202,292 203,208

無形固定資産 5,649 5,327

投資その他の資産   

投資有価証券 31,603 31,438

差入保証金 49,235 49,443

その他 18,423 19,390

投資その他の資産合計 99,262 100,273

固定資産合計 307,205 308,808

資産合計 703,738 695,491



（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 29,909 32,576

短期借入金 70,933 71,005

1年内償還予定の社債 60,000 40,000

コマーシャル・ペーパー 35,000 5,000

未払法人税等 1,116 4,542

賞与引当金 2,253 4,485

ポイント費用引当金 610 694

商品券等引換損失引当金 134 132

その他 16,631 18,242

流動負債合計 216,588 176,677

固定負債   

社債 75,000 95,000

転換社債 39,532 39,532

長期借入金 27,000 27,000

利息返還損失引当金 11,996 14,400

その他 4,459 6,116

固定負債合計 157,987 182,048

負債合計 374,576 358,726

純資産の部   

株主資本   

資本金 35,920 35,920

資本剰余金 91,307 91,307

利益剰余金 256,329 259,312

自己株式 △53,870 △49,544

株主資本合計 329,686 336,996

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △822 △550

評価・換算差額等合計 △822 △550

少数株主持分 297 319

純資産合計 329,162 336,765

負債純資産合計 703,738 695,491



（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) 

小売事業売上高 86,484

小売事業売上原価 60,196

小売事業売上総利益 26,288

カード事業収益  

消費者ローン利息収入 8,823

割賦手数料 1,483

その他 1,038

カード事業収益合計 11,346

小売関連サービス事業収益 7,323

小売関連サービス事業原価 5,469

小売関連サービス事業総利益 1,854

売上総利益 39,489

販売費及び一般管理費 37,729

営業利益 1,760

営業外収益  

受取利息 46

受取配当金 369

固定資産受贈益 100

その他 117

営業外収益合計 634

営業外費用  

支払利息 833

持分法による投資損失 80

その他 54

営業外費用合計 968

経常利益 1,426

特別利益  

投資有価証券売却益 1,890

特別利益合計 1,890

特別損失  

固定資産除却損 132

投資有価証券評価損 28

たな卸資産評価損 1,325

特別損失合計 1,485

税金等調整前四半期純利益 1,831

法人税等 891

少数株主利益 16

四半期純利益 923



（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 1,831

減価償却費 4,311

ポイント費用引当金の増減額（△は減少） △84

貸倒引当金の増減額（△は減少） △170

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △2,404

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,232

受取利息及び受取配当金 △416

支払利息 833

投資有価証券売却益 △1,890

固定資産除却損 131

たな卸資産評価損 1,325

受取手形及び売掛金の増減額（△は増加） 3,079

割賦売掛金の増減額（△は増加） △7,199

営業貸付金の増減額（△は増加） 4,595

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,797

買掛金の増減額（△は減少） △2,666

その他 △3,576

小計 △8,327

利息及び配当金の受取額 404

利息の支払額 △899

法人税等の支払額 △5,195

営業活動によるキャッシュ・フロー △14,017

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △6,667

投資有価証券の売却による収入 994

関係会社株式の取得による支出 △833

保証金等の差入れによる支出 △451

保証金等の返還による収入 281

その他 △57

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,733

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） △72

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 30,000

自己株式の取得による支出 △4,332

配当金の支払額 △3,902

その他 △39

財務活動によるキャッシュ・フロー 21,653

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 901

現金及び現金同等物の期首残高 29,535

現金及び現金同等物の四半期末残高 30,437
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