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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）

営業収益 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 73,357 ― 3,153 ― 3,249 ― 1,527 ―

20年3月期第2四半期 69,689 △8.6 △4,465 ― △4,585 ― △6,306 ―

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 8.72 ―

20年3月期第2四半期 △42.92 ―

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 3,190,300 100,225 3.1 572.25
20年3月期 2,788,607 99,538 3.6 568.30

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  100,209百万円 20年3月期  99,523百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 4.00 4.00

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  
 

営業収益 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 144,600 3.4 4,200 ― 5,400 ― 2,400 ― 13.71

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  無  

(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、7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．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、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。業績予想の前提となる仮定等については6ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的
情報をご覧ください。 
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2四半期  175,395,808株 20年3月期  175,395,808株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  280,486株 20年3月期  270,098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  175,121,690株 20年3月期第2四半期  146,924,713株
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（％表示は対前期増減率）

 
  

  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、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。業績予

想の前提となる仮定等については６ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報

をご覧ください。 

5. 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）

営業収益 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 134,800 △2.8 3,900 ― 2,700 ― 1,600 ― 9 14

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界金融市場

の連鎖的混乱により、実体経済へのマイナス影響も出始めつつあり、日本においても個人消費マインドの

減速が顕著になる中、景気の先行きに対する不透明感が高まって参りました。 

当業界におきましては、改正貸金業法の段階的な施行に加え、「特定商取引に関する法律および割賦販

売法の一部を改正する法律」が成立するなど、従来のビジネスモデルの見直しを迫られる厳しい状況が続

いております。 

このような状況の中、当社は４月より中期３ヵ年経営計画「VIC10（ヴィック・テン）」をスタートさ

せ、業界の自主規制に対応した適正与信・加盟店管理を実践するコンプライアンス経営を基本に据え、Ｍ

ＵＦＧグループとの関係強化を図るとともに、各種施策、新商品、各種キャンペーンを展開、クレジット

事業・カード事業・ファイナンス事業の３事業の利益成長を目指しました。しかしながら、弱含みの景況

感や関連業法への前倒し対応もあり、当第２四半期連結累計期間の取扱高は計画に対して未達成の結果と

なりました。 

一方、営業費用につきましては、物件費その他の変動費の削減に努めたほか、与信厳格化や加盟店取引

の見直しで延滞債権の増加が抑制されたことにより、貸倒関連費用を圧縮することができました。また、

当期より新たに「ＪＮＳ管理サービス株式会社」が連結子会社となりましたが、同社に係る貸倒関連費用

の増加及び一部有税引当の実施をいたしました。 

以上の結果、当社グループの第２四半期連結累計期間の営業収益は733億57百万円、経常利益は32億49

百万円、四半期純利益は15億27百万円となりました。 

  

当社グループの第２四半期連結累計期間の取扱高は１兆2,267億60百万円（前年同期比1.9％増）となり

ました。部門別の状況は、以下のとおりです。 
  

カード会員の新規獲得につきましては、大型スポーツ用品店、家電量販店、ホームセンター等の大手

提携先からの獲得により、順調に推移いたしました。また、ＥＴＣカード会員の獲得も堅調に推移いた

しました。 

一方、在籍会員につきましては、利用率の低い提携カードの取引見直しや未稼働会員の整理を進め、

実のある会員の積み上げを図りました。 

加えて公共料金、携帯電話料金、病院での支払いなど、生活関連分野の各種料金のカード決済を推進

して、利用会員数の底上げにつなげることができました。 

以上の結果、当部門全体の取扱高は、3,643億15百万円（前年同期比5.7％増）となりました。 
  

改正割賦販売法施行を見据えて、特定商取引法関連加盟店を中心に継続して消費者の観点から加盟店

点検を行い、取引停止を含む大幅な加盟店取引の見直しを進めました。 

また、コンシュマーデスク（お客様と直接クレジットの手続きを行う組織）の活用により、教育・医

療・ブライダルの取扱拡大を図ってまいりました。加えてクレジット申込書回収システム「J-Transs」

（宅配便業者と提携した「クレジット申込書回収システム」）を積極的に活用することで営業渉外の効

率化と収入率のアップを図りました。 

オートローンにつきましては、ガソリンの高騰など自動車販売業界を取り囲む環境が悪化している

中、採算面から提携先との取引条件を見直し、収入率の改善を図りました。 

また、三菱ＵＦＪニコス株式会社より承継した加盟店に対する積極的な営業推進が奏功し、オートロ

ーンを始め、百貨店などで前年同期よりも取扱を拡大することができました。 

以上の結果、当部門全体の取扱高は、1,634億15百万円（前年同期比4.8％増）となりました。 

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

（総合あっせん）

（個品あっせん）
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住宅ローン保証につきましては、ローンの対象である投資用マンションの販売が堅調であったことか

ら取扱計画を達成いたしました。引き続き適正な与信を行い、着実に良質な保証残高を積み上げてまい

ります。 

銀行個人ローン保証については、審査部門を一元化し与信の向上を図り、将来予想される代位弁済の

増加抑制に努めましたが、取扱高がやや減少いたしました。また、リフォームローンを中心とした目的

型証書貸付保証を推進し、保証残高は微増いたしました。 

オートローン保証の取扱高は前年並みに推移しました。 

以上の結果、当部門全体の取扱高は2,720億26百万円（前年同期比3.1％減）となりました。 
  

キャッシングにつきましては、改正貸金業法の施行を見据えた市場収縮が続く厳しい環境の中、融資

専用カードの入会基準を含め、今まで以上に与信の厳格化を図った結果、当部門全体の取扱高は1,125

億46百万円（前年同期比14.9％減）となりました。 
  

集金代行業務は、不動産管理会社が管理する家賃および管理費、ＩＴ企業からの課金等の新規提携が

伸展し取扱金額および取扱件数ともに堅調に推移いたしました。 

 また、連結子会社におきましては、カーリース業務、人材派遣業務、サービサー業務など、周辺業務

の取扱い拡大に取り組んでまいりました。  

以上の結果、当部門全体の取扱高は3,144億56百万円（前年同期比8.4％増）となりました。 

  

（連結部門別取扱高） 

(単位 百万円：未満切捨)
 

（信用保証）

（融  資）

（そ の 他）

期別 前第２四半期累計期間
自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日

当第２四半期累計期間
自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日

前連結会計年度 
自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日

対前年
同四半期 
増減率

部門別 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

   ％    ％       ％     ％

総合あっせん 344,667 28.6 364,315 29.7 714,783 29.2 5.7

個品あっせん 156,004 13.0 163,415 13.3 325,794 13.3 4.8

信 用 保 証 280,734 23.3 272,026 22.2 562,889 23.0 △ 3.1

融    資 132,273 11.0 112,546 9.2 251,888 10.3 △14.9 

そ の 他 290,037 24.1 314,456 25.6 592,933 24.2 8.4

合   計 1,203,718 100.0 1,226,760 100.0 2,448,288 100.0  1.9
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当第２四半期の財政状態は以下のとおりであります。 

(1)資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における資産の残高は、３兆1,903億円となり、前連結会計年度と比較し

て4,016億92百万円増加となりました。これは、新たにＪＮＳ管理サービス株式会社が連結子会社となっ

たことによる割賦売掛金及び信用保証割賦売掛金の増加等によるものであります。 
  

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は、３兆900億74百万円となり、前連結会計年度と比

較して4,010億６百万円増加となりました。これは、新たにＪＮＳ管理サービス株式会社が連結子会社と

なったことによる信用保証買掛金及び短期借入金等有利子負債の増加等によるものであります。 
  

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、1,002億25百万円となり、前連結会計年度と比

較して６億86百万円増加となりました。これは、その他有価証券評価差額金は減少したものの、利益剰余

金が増加した事等によるものであります。 
  

なお、提携保証業務のうち保証履行限度額を設定した契約に基づく取扱いについては、当該保証履行限

度額を保証債務残高と認識し、信用保証割賦売掛金及び信用保証買掛金として計上しております。ただ

し、提携金融機関が実施する債権流動化に伴い劣後受益権を取得している場合は、当該保証履行限度額か

ら劣後受益権相当額を控除しております。この結果、当第２四半期連結会計期間末の信用保証割賦売掛金

ならびに信用保証買掛金は、当該契約としなかった場合と比較して、それぞれ4,700億24百万円少なく計

上されております。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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(2)キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、802億21百万円となり、前第２四半期連結

累計期間と比較して24億20百万円増加となりました。 

各活動におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 
  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、173億85百万円となり、前第２四半

期連結累計期間と比較して355億59百万円増加となりました。これは、当社子会社であるＪＮＳ管理サー

ビス株式会社における割賦売掛金の回収等によるものであります。なお、提携保証業務のうち保証履行限

度額を設定した契約に基づく取扱いについては、(1)において記載のとおりであり、当第２四半期連結累

計期間に係る売上債権のキャッシュ・フローの増加額及び仕入債務のキャッシュ・フローの減少額は、当

該契約としなかった場合と比較して、それぞれ256億26百万円少なく計上されております。 
  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、13億75百万円となり、前第２四半期

連結累計期間と比較して８億26百万円増加となりました。これは、有形及び無形固定資産取得による支出

等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） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、636億７百万円となり、前第２四半

期連結累計期間と比較して1,092億８百万円減少となりました。これは、ＣＰの償還等によるものであり

ます。 

  

平成21年３月期第２四半期累計期間及び通期の業績予想の修正を平成20年10月17日に行っております。

連結業績につきましては、「ＪＮＳ管理サービス株式会社」に係る貸倒関連費用の増加及び一部有税引

当の実施により、第２四半期累計期間の連結純利益が当初予想よりも下回り、通期の連結業績予想につい

ても当初予想より下回る見込みとなりました。 

  

（参考：個別業績予想） 

当社の業績につきましては、第２四半期累計期間の営業収益は、取扱高が計画を下回ったため、当初の

予想より20億円減少したものの、営業費用では、物件費その他変動費の削減に努め、加えて延滞債権の抑

制による貸倒関連費用圧縮への取り組みなどを進め、40億円減少しました。なお、利息返還損失引当金の

積み増し等により、営業外費用が増加しました。今後、当社を取り巻く環境は一段と厳しくなると想定し

ており、営業収益は減収となる見通しですが、物件費等及び貸倒関連費用につきましては、第２四半期累

計期間とほぼ同様の傾向が続くと想定されることから、通期の業績予想を増額修正しております。  

 

  

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

（参考） 

当社は平成20年４月１日に三菱ＵＦＪニコス株式会社の保有するＪＮＳ管理サービス株式会社の全

株式を取得しました。これに伴い、同社は当社の連結子会社となりました。 
  

該当事項はありません。 
  

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。 
  

当社は、平成20年６月27日開催の第77期定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止し、制度

廃止日までの在任期間に対応する役員退職慰労金を役員退任時に打切り支給することを決議いたしまし

た。これに伴い、同日までの在任期間に応じた役員退職慰労引当金は全額取崩し、打切り支給額の未払

分２億４百万円を固定負債の「その他」に計上しております。 

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(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

(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

（追加情報）
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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 80,221 127,819

  受取手形 － 2

  割賦売掛金 1,120,688 971,414

  信用保証割賦売掛金 1,826,055 1,595,735

  繰延税金資産 7,301 9,784

  立替金 24,971 24,365

  未収入金 82,831 20,094

  その他 4,119 5,209

  貸倒引当金 △55,337 △49,831

  流動資産合計 3,090,853 2,704,595

 固定資産

  有形固定資産

   建物及び構築物（純額） 4,785 4,905

   リース資産（純額） 20,723 6,975

   土地 15,004 15,004

   その他（純額） 525 497

   有形固定資産合計 41,039 27,383

  無形固定資産

   ソフトウエア 22,130 25,052

   その他 165 165

   無形固定資産合計 22,296 25,217

  投資その他の資産

   投資有価証券 19,752 21,500

   固定化営業債権 4,199 4,477

   長期前払費用 1,055 1,150

   繰延税金資産 4,316 27

   差入保証金 4,259 2,349

   前払年金費用 4,545 3,976

   その他 919 1,107

   貸倒引当金 △2,936 △3,179

   投資その他の資産合計 36,110 31,410

  固定資産合計 99,446 84,011

  資産合計 3,190,300 2,788,607
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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 45,334 53,148

  信用保証買掛金 1,826,055 1,595,735

  短期借入金 368,959 176,559

  1年内返済予定の長期借入金 84,410 71,080

  コマーシャル・ペーパー 151,200 193,500

  未払金 3,546 3,831

  未払法人税等 3,282 383

  預り金 50,412 43,440

  賞与引当金 2,453 2,211

  ポイント引当金 1,529 1,037

  割賦利益繰延 84,211 72,723

  その他 4,624 5,116

  流動負債合計 2,626,019 2,218,766

 固定負債

  社債 35,000 35,000

  長期借入金 413,191 430,226

  退職給付引当金 16 15

  役員退職慰労引当金 45 304

  利息返還損失引当金 1,272 344

  繰延税金負債 2 385

  長期預り保証金 3,459 3,928

  負ののれん 10,816 －

  その他 250 98

  固定負債合計 464,054 470,302

 負債合計 3,090,074 2,689,068

純資産の部

 株主資本

  資本金 16,138 16,138

  資本剰余金 30,468 30,468

  利益剰余金 51,415 49,888

  自己株式 △159 △156

  株主資本合計 97,863 96,339

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 2,307 3,352

  繰延ヘッジ損益 38 △168

  評価・換算差額等合計 2,345 3,184

 少数株主持分 16 15

 純資産合計 100,225 99,538

負債純資産合計 3,190,300 2,788,607
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【第２四半期連結累計期間】 

(2) 【四半期連結損益計算書】

(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)

営業収益

 総合あっせん収益 8,488

 個品あっせん収益 22,086

 信用保証収益 14,945

 融資収益 23,775

 その他の営業収益 3,614

 金融収益 446

 営業収益合計 73,357

営業費用

 販売費及び一般管理費 61,941

 金融費用

  借入金利息 6,575

  その他の金融費用 1,687

  金融費用合計 8,263

 営業費用合計 70,204

営業利益 3,153

営業外収益

 負ののれん償却額 1,201

 雑収入 72

 営業外収益合計 1,274

営業外費用

 利息返還損失引当金繰入額 1,176

 雑損失 1

 営業外費用合計 1,177

経常利益 3,249

特別利益

 貸倒引当金戻入額 3

 特別利益合計 3

特別損失

 固定資産除却損 6

 投資有価証券評価損 103

 特別損失合計 109

税金等調整前四半期純利益 3,143

法人税、住民税及び事業税 3,330

法人税等調整額 △1,715

法人税等合計 1,615

少数株主利益 0

四半期純利益 1,527
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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)

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 3,143

  減価償却費 7,844

  負ののれん償却額 △1,201

  貸倒引当金の増減額(△は減少) 954

  退職給付引当金の増減額(△は減少) 0

  投資有価証券評価損益(△は益) 103

  有形及び無形固定資産除却損 6

  割賦利益繰延の増減額(△は減少) △5,772

  受取利息及び受取配当金 △446

  支払利息 8,263

  売上債権の増減額(△は増加) 109,553

  仕入債務の増減額(△は減少) △48,621

  その他の資産の増減額(△は増加) △55,242

  その他の負債の増減額(△は減少) 6,855

    小計 25,439

  利息及び配当金の受取額 445

  利息の支払額 △8,141

  法人税等の支払額 △358

  営業活動によるキャッシュ・フロー 17,385

投資活動によるキャッシュ・フロー

  有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,423

  投資有価証券の取得による支出 △12

  貸付けによる支出 △10

  貸付金の回収による収入 20

  短期貸付金の増減額(△は増加) △0

  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 49

  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,375

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) △17,600

  コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) △42,300

  長期借入れによる収入 52,333

  長期借入金の返済による支出 △56,038

  自己株式の売却による収入 0

  自己株式の取得による支出 △2

  財務活動によるキャッシュ・フロー △63,607

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) △47,598

現金及び現金同等物の期首残高 127,819

現金及び現金同等物の四半期末残高 80,221

株式会社ジャックス（8584）平成21年3月期　第２四半期決算短信

― 11 ―



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。 

  

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） 

該当事項はありません。 

  

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） 

１.事業の種類別セグメント情報 

全セグメントの営業収益の合計及び営業利益の合計額に占める「信販事業」が、いずれも90％を

超えているため、記載を省略しております。 

２.所在地別セグメント情報 

国外に所在する連結子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

３.海外売上高（営業収益） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

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） 

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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1. 前第２四半期に係る連結財務諸表等 

 (1) 前第２四半期連結損益計算書               

（単位：百万円） 

「参考資料」

科  目

前第２四半期 

連結累計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日)

金額

Ⅰ 営業収益

 1. 総合あっせん 7,701

 2. 個品あっせん 18,346

 3. 信用保証 12,570

 4. 融資 27,144

 5. その他 3,670

 6. 金融収益 255

   営業収益合計 69,689

Ⅱ 営業費用

 1. 販売費及び一般管理費 67,926

 2. 金融費用

  (1) 支払利息 4,506

  (2) その他 1,722

   金融費用合計 6,228

   営業費用合計 74,155

   営業損失（△） △4,465

Ⅲ 営業外収益

 1. 雑収入 31

   営業外収益合計 31

Ⅳ 営業外費用

 1. 利息返還損失引当金繰入額 134

 2. 持分法による投資損失 15

 3. 雑損失 1

   営業外費用合計 151

   経常損失（△） △4,585

Ⅴ 特別利益

 1. 投資有価証券等売却益 46

   特別利益合計 46

Ⅵ 特別損失

 1. 過年度役員退職慰労引当金繰入額 4

 2. 割増退職金 5,813

 3. 固定資産除却損 15

 4. 投資有価証券等評価損 32

   特別損失合計 5,865

   税金等調整前四半期純損失（△） △10,403

   法人税、住民税及び事業税 119

   法人税等調整額 △4,216

   少数株主利益 0

   四半期純損失（△） △6,306
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 (2) 前第２四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円） 

科  目

前第２四半期 

連結累計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

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損失（△） △10,403

  有形・無形固定資産減価償却費 5,594

  貸倒引当金の増減額(△：減少) 6,378

  退職給付引当金の増減額(△：減少) 1

  投資有価証券等売却益 △46

  投資有価証券等評価損 32

  有形・無形固定資産売却益 △9

  有形・無形固定資産除却損 15

  割賦利益繰延の増減額(△：減少) 620

  受取利息及び受取配当金 △255

  支払利息 6,228

  売上債権の増減額(△：増加) △24,062

  買入債務の増減額(△：減少) 14,589

  その他資産の増減額(△：増加) 3,664

  その他負債の増減額(△：減少) △14,170

  その他 15

    小計 △11,808

  利息及び配当金の受取額 256

  利息の支払額 △6,345

  法人税等の支払額 △275

  営業活動によるキャッシュ・フロー △18,173

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

  有形・無形固定資産取得による支出 △2,802

  有形・無形固定資産売却による収入 450

  投資有価証券等の取得による支出 △0

  投資有価証券等の売却による収入 121

  貸付金による支出 △21

  貸付金の回収による収入 49

  投資活動によるキャッシュ・フロー △2,202

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  短期借入金の増減額(△：減少) 27,400

  コマーシャル・ペーパーの発行及び償還による増減額(△：減少) △20,000

  長期借入れによる収入 76,840

  長期借入金の返済による支出 △37,899

  自己株式の取得による支出 △5

  自己株式の売却による収入 0

  配当金の支払額 △734

  財務活動によるキャッシュ・フロー 45,600

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増減額(△：減少) 25,224

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 52,576

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 77,801
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 (3) セグメント情報 

前第２四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．事業の種類別セグメント情報 

全セグメントの営業収益の合計及び営業利益の合計額に占める「信販事業」が、いずれも90％を超え

ているため、記載を省略しております。 

２．所在地別セグメント情報 

国外に所在する連結子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

３．海外売上高（営業収益） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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2. 個別業績の概要 

(1) 個別部門別取扱高 

 
  

(2) 個別経営成績 

（％表示は対前年同四半期増減率）

 

 
  

(3) 個別財政状態 

 

 
  

  

部門別

前第２四半期累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

(百万円)

当第２四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日)

(百万円)

総合あっせん 345,248 364,716

個品あっせん 156,004 163,415

信用保証 282,399 275,011

融資 132,273 112,546

その他 286,936 310,119

合計 1,202,862 1,225,809

営業収益 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 68,059  ― 3,293 ― 2,193 ― 1,502 ―

20年３月期第２四半期 69,300 △8.7 △4,584 ― △4,689 ― △6,349 ―

 

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 8 58 ― ―
20年３月期第２四半期 △43 22 ― ―

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 2,973,187 98,612 3.3 563 13

20年３月期 2,794,352 97,951 3.5 559 32

(参考) 自己資本 21年３月期第２四半期 98,612百万円 20年３月期 97,951百万円
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(4) 個別財務諸表 

① 貸借対照表 

（単位：百万円） 

科  目

当第２四半期会計期間末

(平成20年９月30日）

前事業年度

(平成20年３月31日）

平成20年３月期との 

比較増減

金額 金額 金額 増減率

＜資産の部＞ ％

Ⅰ 流動資産

 1. 現金及び預金 66,160 125,913 △59,753 △47.5

 2. 受取手形 ― 2 △2 △100.0

 3. 割賦売掛金 961,007 969,068 △8,060 △0.8

 4. 信用保証割賦売掛金 1,643,820 1,603,509 40,311 2.5

 5. 前払費用 247 372 △124 △33.5

 6. 繰延税金資産 7,241 9,735 △2,493 △25.6

 7. 未収収益 55 14 41 283.1

 8. 関係会社短期貸付金 3,405 3,185 220 6.9

  9. 立替金 24,958 24,363 594 2.4

 10. 未収入金 67,921 20,130 47,790 237.4

 11. その他 2,523 4,285 △1,761 △41.1

   貸倒引当金 △47,229 △48,449 1,219 △2.5

   流動資産合計 2,730,111 2,712,132 17,979 0.7

Ⅱ 固定資産

 1. 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 

    （純額）
4,680 4,823 △142 △3.0

  (2) 工具、器具及び備品 

    （純額）
374 328 46 14.1

  (3) 土地 14,847 14,847 ― ―

   有形固定資産合計 19,902 19,999 △96 △0.5

 2. 無形固定資産

  (1) 施設利用権 155 155 0 0.1

  (2) ソフトウエア 21,971 24,879 △2,907 △11.7

   無形固定資産合計 22,126 25,034 △2,907 △11.6

 3. 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 19,749 21,498 △1,748 △8.1

  (2) 関係会社株式 1,784 1,764 20 1.1

  (3) 従業員に対する 

    長期貸付金
167 178 △10 △5.8

  (4) 関係会社長期貸付金 165,305 4,245 161,060 ―

  (5) 固定化営業債権 4,199 4,477 △278 △6.2

  (6) 長期前払費用 1,053 1,148 △94 △8.2

  (7) 繰延税金資産 4,293 ― 4,293 ―

  (8) 差入保証金 2,283 2,196 87 4.0

  (9) 前払年金費用 4,545 3,976 568 14.3

  (10) その他 601 881 △280 △31.8

    貸倒引当金 △2,936 △3,179 243 △7.7

   投資その他の資産合計 201,046 37,186 163,859 440.6

   固定資産合計 243,075 82,220 160,855 195.6

   資産合計 2,973,187 2,794,352 178,834 6.4
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（単位：百万円） 

科  目

当第２四半期会計期間末

(平成20年９月30日）

前事業年度

(平成20年３月31日）

平成20年３月期との 

比較増減

金額 金額 金額 増減率

＜負債の部＞ ％

Ⅰ 流動負債

 1. 支払手形 18,380 23,410 △5,029 △21.5

 2. 買掛金 25,680 28,841 △3,161 △11.0

 3. 信用保証買掛金 1,643,820 1,603,509 40,311 2.5

 4. 短期借入金 368,959 176,559 192,400 109.0

 5. 関係会社借入金 550 750 △200 △26.7
 6. 1年内返済予定の 

   長期借入金
84,410 71,080 13,330 18.8

 7. コマーシャル・ペーパー 151,200 193,500 △42,300 △21.9

 8. 未払金 3,555 4,194 △639 △15.2

  9. 未払法人税等 2,242 325 1,916 588.3

 10. 未払費用 1,411 1,424 △12 △0.9

 11. 預り金 42,163 43,354 △1,190 △2.7

 12. 前受収益 947 1,026 △78 △7.6

 13. 賞与引当金 2,170 2,031 138 6.8

 14. ポイント引当金 1,529 1,037 492 47.5

 15. 割賦利益繰延 73,047 72,957 89 0.1

 16. その他 1,333 2,169 △836 △38.5

   流動負債合計 2,421,401 2,226,171 195,230 8.8

Ⅱ 固定負債

 1. 社債 35,000 35,000 ― ―

 2. 長期借入金 413,191 430,226 △17,035 △4.0

 3. 役員退職慰労引当金 ― 250 △250 △100.0

 4. 利息返還損失引当金 1,272 344 928 269.8

 5. 繰延税金負債 ― 382 △382 △100.0

 6. 長期預り保証金 3,459 3,928 △469 △11.9

 7. その他 250 98 152 154.4

   固定負債合計 453,173 470,230 △17,056 △3.6

   負債合計 2,874,574 2,696,401 178,173 6.6

＜純資産の部＞

Ⅰ 株主資本

 1. 資本金 16,138 16,138 ― ―

 2. 資本剰余金

 (1) 資本準備金 30,468 30,468 ― ―

 (2) その他資本剰余金 ― 0 △0 △100.0

   資本剰余金合計 30,468 30,468 △0 △0.0

 3. 利益剰余金

 (1) 利益準備金 2,572 2,572 ― ―

 (2) その他利益剰余金

   別途積立金 53,229 53,229 ― ―

   繰越利益剰余金 △5,982 △7,485 1,502 △20.1

   利益剰余金合計 49,819 48,316 1,502 3.1

 4. 自己株式 △159 △156 △2 1.6

   株主資本合計 96,266 94,766 1,500 1.6

Ⅱ 評価・換算差額等

 1. その他有価証券評価 

   差額金
2,307 3,352 △1,045 △31.2

 2. 繰延ヘッジ損益 38 △168 206 ―

   評価・換算差額等合計 2,345 3,184 △838 △26.3

   純資産合計 98,612 97,951 661 0.7

   負債純資産合計 2,973,187 2,794,352 178,834 6.4
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② 損益計算書 

（単位：百万円） 

科  目

前第２四半期累計期間

(自 平成19年４月１日

 至 平成19年９月30日)

当第２四半期累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年９月30日)

前年同期との 

比較増減

金額 金額 金額 増減率

Ⅰ 営業収益 ％

 1. 総合あっせん収益 7,713 8,496 783 10.2

 2. 個品あっせん収益 18,346 14,965 △3,380 △18.4

 3. 信用保証収益 12,623 15,007 2,383 18.9

 4. 融資収益 27,144 23,775 △3,368 △12.4

 5. その他の営業収益 3,135 3,048 △87 △2.8

 6. 金融収益

  (1) 受取利息 143 1,880 1,737 ―

  (2) 受取配当金 191 884 693 361.6

  (3) その他の金融収益 0 0 △0 △93.9

   金融収益合計 335 2,765 2,429 723.2

   営業収益合計 69,300 68,059 △1,240 △1.8

Ⅱ 営業費用

 1. 販売費及び一般管理費 67,652 56,518 △11,134 △16.5

 2. 金融費用

  (1) 借入金利息 4,509 6,560 2,051 45.5

  (2) その他の金融費用 1,722 1,687 △35 △2.0

   金融費用合計 6,232 8,248 2,016 32.4

   営業費用合計 73,884 64,766 △9,118 △12.3
   営業利益又は 

   営業損失（△）
△4,584 3,293 7,877 ―

Ⅲ 営業外収益

 1. 雑収入 30 78 47 153.5

   営業外収益合計 30 78 47 153.5

Ⅳ 営業外費用

 1. 利息返還損失引当金 

   繰入額
134 1,176 1,041 773.8

 2. 雑損失 1 1 0 42.0

   営業外費用合計 135 1,177 1,042 766.8
   経常利益又は 

   経常損失（△）
△4,689 2,193 6,883 ―

Ⅴ 特別利益

 1. 投資有価証券売却益 46 ― △46 △100.0

 2. 貸倒引当金戻入額 ― 3 3 ―

   特別利益合計 46 3 △43 △92.5

Ⅵ 特別損失

 1. 割増退職金 5,813 ― △5,813 △100.0

 2. 固定資産除却損 15 6 △8 △56.0

 3. 投資有価証券評価損 32 103 70 218.2

   特別損失合計 5,860 109 △5,750 △98.1
   税引前四半期純利益 

   又は税引前四半期 

   純損失（△）
△10,503 2,087 12,590 ―

   法人税、住民税及び 

   事業税
52 2,294 2,241 ―

   法人税等調整額 △4,206 △1,709 2,496 △59.4

   法人税等合計 △4,154 584 4,738 ―
   四半期純利益又は 

   四半期純損失(△）
△6,349 1,502 7,852 ―
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