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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 425,565 ― 21,170 ― 21,268 ― 9,114 ―

20年3月期第2四半期 496,999 95.1 26,242 58.6 26,511 57.4 15,323 38.0

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2四半期 102.77 ―

20年3月期第2四半期 190.85 ―

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2四半期 3,829,842 352,824 8.9 3,786.51
20年3月期 3,965,891 312,352 7.5 3,718.07

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  339,106百万円 20年3月期  298,529百万円

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 ― 21.00 ― 21.00 42.00
21年3月期 ― 23.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 23.00 46.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 840,000 △14.9 40,000 △21.1 41,000 △20.7 20,500 △32.2 230.01

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、４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、４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、その他特記事項 
１．平成20年５月９日に公表いたしました平成21年３月期の業績予想は、平成20年10月29日公表のとおり修正を行っております。 
２．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、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、実際の業績等
は様々な要因により異なる可能性があります。 
３．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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  89,583,416株 20年3月期  80,318,416株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  26,847株 20年3月期  26,817株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  88,695,907株 20年3月期第2四半期  80,291,612株
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（参考） 

平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

（％表示は対前期増減率）

（注）個別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

通    期 570,000 △18.4 35,000 △8.7 35,000 △12.4 17,000 △29.9 190 74 
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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 

 平成21年３月期第２四半期連結累計期間の経営成績は、次の通りとなりました。 

 当社は、平成21年３月期第１四半期連結会計期間より、「リース取引に関する会計基準」（新リース会計基準）

を早期適用しております。 

 本年４月から、新たな中期経営計画“Vision2010”をスタートいたしましたが、当第２四半期では計画で掲げた

各種経営戦略について鋭意取り組んでまいりました。 

 営業面では、多様な商品・サービスの提供を通じて営業基盤の拡充を図ってまいりましたが、国内経済の悪化に

より企業の設備投資が減速傾向にあること等から、当第２四半期連結累計期間の新規契約実行高は前年同期比

13.5％減少の8,352億円となりました。内訳は、賃貸事業が同10.9％減少の2,659億円、割賦販売事業が同61.9％減

少の362億円、貸付事業が同19.9％減少の4,257億円、その他の事業が同170.0％増加の1,073億円となりました。 

 収入面では、新リース会計基準の適用に伴い、リース債権の流動化に係る会計処理を変更したことによる売上高

減少の影響額が496億円あり、売上高は前年同期比14.4％減少の4,255億円となりました。 

 損益面では、急速な経済金融環境の悪化に伴い貸倒関連費用が増加したこと等から、営業利益は前年同期比

19.3％減少の211億円、経常利益は同19.8％減少の212億円となりました。また、特別損失に、世界的な金融市場の

混乱による国内株式市場の低迷により保有有価証券の評価損40億円を計上したことに加え、新リース会計基準の適

用に伴い、「リース投資資産」に対する貸倒引当金の計上及びリース債権流動化の売却処理に係る影響額を合算し

た14億円を計上したこと等により、四半期純利益は同40.5％減少の91億円となりました。 

 ※ 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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）を適用

しております。そのため、前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前期末比1,360億円減少して３兆8,298億円となりました。 

 なお、新リース会計基準の適用に伴い、リース債権の流動化に係る会計処理を変更し、前期末まで有利子負債と

して「債権流動化に伴う支払債務」に計上していた金額のうち、一定の要件を満たすものについてはオフバランス

処理を行っております。この変更により、期首時点で総資産が2,265億円減少しております。 

 純資産は、本年４月に実施した第三者割当増資と四半期純利益の積上げ等により、前期末比404億円増加の3,528

億円、自己資本比率は同1.4ポイント上昇して8.9％となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 昨今の急速な経済金融環境の悪化により、企業の設備投資意欲が低下するとともに、マクロ経済においては企業

倒産も増加傾向にありますが、当社グループは慎重な与信管理運営の下、事業金融分野におけるサービスの高度

化、提供機能の拡充を図ることにより、事業基盤の拡大に努めてまいります。 

 従いまして、平成21年３月期の通期連結業績は、売上高8,400億円、営業利益400億円、経常利益410億円、当期

純利益205億円を見込んでおります。 

（単位：百万円）

  
平成20年３月期 

第２四半期連結累計期間 
平成21年３月期 

第２四半期連結累計期間 
増減率（％) 

売上高 496,999 425,565 △14.4 

営業利益 26,242 21,170 △19.3 

経常利益 26,511 21,268 △19.8 

四半期純利益 15,323 9,114 △40.5 
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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 

（簡便な会計処理） 

 該当事項はありません。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する

税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計

算しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

（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 

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

③ リース取引に関する会計基準の適用 

 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日以後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、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を早期適用し、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。 

（貸手側） 

 リース契約締結日が会計基準等適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

会計基準等適用初年度の前連結会計年度末における固定資産の適正な帳簿価額（減価償却累計額控除後）を

リース投資資産の期首の価額として計上しており、会計基準等適用後の残存期間においては、利息相当額の

総額をリース期間中の各期に定額で配分しております。 

 リース契約締結日が会計基準等適用初年度開始の日以降の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

て、従来の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によった場合と比べ、当第２四半期連結累計期間の売上

総利益、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598百万円増加しております。 

 また、リース投資資産の計上により貸倒引当金の繰入れを行っている他、従来、金融取引として処理して

いたリース債権の流動化のうち、当該流動化により譲渡したリース投資資産に含まれる将来のリース料を収

受する権利に係る部分につき、金融資産の消滅の要件を満たしているものについては、譲渡の処理を行って

おります。 

 このため、期首時点のリース投資資産に対する貸倒引当金の繰入額3,033百万円及びリース債権流動化に係

る調整益1,542百万円を通算した1,491百万円を「リース会計基準の適用に伴う影響額」として特別損失に計

上しております。 

（借手側） 

 リース取引開始日が会計基準等適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

引き続き、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 21,660 9,982

割賦債権 442,759 485,627

リース債権及びリース投資資産 1,392,144 －

営業貸付金 1,077,392 1,059,531

その他の営業貸付債権 76,098 86,407

賃貸料等未収入金 13,859 38,434

有価証券 54,944 35,079

商品 5,115 3,184

その他の流動資産 70,624 55,524

貸倒引当金 △11,149 △5,939

流動資産合計 3,143,449 1,767,832

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産   

賃貸資産 222,008 1,608,421

賃貸資産前渡金 1,159 8,928

賃貸資産合計 223,168 1,617,349

社用資産 10,718 10,421

有形固定資産合計 233,886 1,627,770

無形固定資産   

賃貸資産 225 186,515

その他の無形固定資産   

のれん 51,237 52,733

その他 8,521 8,112

その他の無形固定資産合計 59,758 60,845

無形固定資産合計 59,984 247,361

投資その他の資産   

投資有価証券 316,206 264,338

破産更生債権等 24,359 6,382

その他 55,024 54,220

貸倒引当金 △3,068 △2,014

投資その他の資産合計 392,521 322,926

固定資産合計 686,392 2,198,058

資産合計 3,829,842 3,965,891
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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   

支払手形及び買掛金 91,464 118,066

短期借入金 757,907 807,879

1年内償還予定の社債 132,700 176,600

1年内返済予定の長期借入金 193,043 194,393

コマーシャル・ペーパー 899,900 900,800

債権流動化に伴う支払債務 57,554 132,944

未払法人税等 9,094 13,570

割賦未実現利益 50,855 54,484

賞与引当金 2,380 2,378

役員賞与引当金 84 177

修理保証引当金 12 19

賃貸資産保守引当金 139 123

その他の流動負債 98,483 87,872

流動負債合計 2,293,621 2,489,310

固定負債   

社債 234,851 183,449

長期借入金 831,486 763,443

債権流動化に伴う長期支払債務 22,181 155,163

退職給付引当金 2,132 1,951

役員退職慰労引当金 381 467

債務保証損失引当金 22 23

負ののれん 464 477

その他の固定負債 91,876 59,252

固定負債合計 1,183,396 1,164,228

負債合計 3,477,017 3,653,539

純資産の部   

株主資本   

資本金 33,196 16,440

資本剰余金 166,789 150,033

利益剰余金 143,887 136,458

自己株式 △74 △74

株主資本合計 343,797 302,857

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,076 △1,992

繰延ヘッジ損益 197 △718

為替換算調整勘定 △2,812 △1,616

評価・換算差額等合計 △4,691 △4,327

少数株主持分 13,717 13,822

純資産合計 352,824 312,352

負債純資産合計 3,829,842 3,965,891
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（２）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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 425,565

売上原価 371,155

売上総利益 54,410

販売費及び一般管理費 33,240

営業利益 21,170

営業外収益  

受取利息 40

受取配当金 519

持分法による投資利益 422

その他 632

営業外収益合計 1,614

営業外費用  

支払利息 1,066

その他 449

営業外費用合計 1,516

経常利益 21,268

特別利益  

投資有価証券売却益 368

償却債権取立益 557

特別利益合計 926

特別損失  

投資有価証券評価損 4,002

投資有価証券売却損 15

固定資産除売却損 82

リース会計基準の適用に伴う影響額 1,491

特別損失合計 5,591

税金等調整前四半期純利益 16,603

法人税等 7,373

少数株主利益 115

四半期純利益 9,114
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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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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。 

（３）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は、平成20年４月18日付で、三菱商事株式会社から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、

第１四半期連結会計期間において資本金及び資本剰余金がそれぞれ16,755百万円増加し、当第２四半期連結会

計期間末において資本金が33,196百万円、資本剰余金が166,789百万円となっております。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

中間連結損益計算書 

科目 

前中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日  

  至 平成19年９月30日） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 496,999 

Ⅱ 売上原価 443,970 

  売上総利益 53,028 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 26,785 

  営業利益 26,242 

Ⅳ 営業外収益 1,436 

  受取利息 79 

  受取配当金  418 

  持分法による投資利益 296 

  その他の営業外収益 642 

Ⅴ 営業外費用 1,166 

  支払利息 971 

  その他の営業外費用  195 

  経常利益 26,511 

Ⅵ 特別利益 1,874 

  投資有価証券売却益 1,098 

  償却債権取立益 775 

Ⅶ 特別損失 1,008 

  投資有価証券評価損 936 

  社用資産除売却損 72 

   税金等調整前中間純利益 27,377 

   法人税、住民税及び事業税 13,138 

   法人税等調整額 △1,669 

   少数株主利益 585 

   中間純利益 15,323 
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６．その他の情報 

営業取引の状況 

（１）契約実行高 

 当第２四半期連結累計期間における契約実行高の実績は、次のとおりであります。 

(注）１．オペレーティング・リースは、賃貸物件の取得価額を記載しております。なお、再リース取引の実行額は含

んでおりません。 

２．賃貸事業については、当第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、割賦販売事業について

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 

 当第２四半期連結会計期間末における営業資産残高は、次のとおりであります。 

(注）割賦販売事業については、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。 

  契約実行高（百万円） 前年同期比（％) 

賃貸事業 

ファイナンス・リース 217,765 79.0 

オペレーティング・リース 48,178 211.8 

賃貸事業計 265,943 89.1 

割賦販売事業 36,252 38.1 

貸付事業 425,753 80.1 

その他の事業 107,347 270.0 

合計 835,297 86.5 

  

当第２四半期連結会計期間 前連結会計年度 

期末残高 
（百万円）  

構成比（％） 
期末残高 
（百万円）  

構成比（％） 

賃貸事業 

ファイナンス・リース 1,392,144 39.8 1,675,296 46.1 

オペレーティング・リース 222,233 6.3 119,639 3.3 

賃貸事業計 1,614,378 46.1 1,794,936 49.4 

割賦販売事業 391,903 11.2 431,143 11.9 

貸付事業 1,153,490 33.0 1,145,939 31.6 

その他の事業 338,131 9.7 258,719 7.1 

合計 3,497,904 100.0 3,630,737 100.0 
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