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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 184,888 ― 10,983 ― 11,979 ― 7,006 ―

20年3月期第2四半期 196,134 △0.8 9,611 10.6 10,642 11.2 8,913 29.8

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 231.33 ―

20年3月期第2四半期 294.31 ―

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 1,585,638 98,264 5.5 2,873.55
20年3月期 1,276,121 81,428 6.4 2,686.83

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  87,031百万円 20年3月期  81,376百万円

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 ― 25.00 ― 25.00 50.00
21年3月期 ― 27.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 27.00 54.00

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  有  
 

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 365,000 △8.5 16,200 0.2 17,700 △1.3 9,000 △25.5 297.16

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）  有  

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

(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．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

１．平成20年５月13日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
２．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及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について、及び上記１に係る業績予
想の具体的修正内容は３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及び本日（平成20年11月５日）公表の「2009年３月期 第２四半期業績
予想との差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
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）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 1 社 （社名 シャープファイナンス株式会社 ） 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  30,287,810株 20年3月期  30,287,810株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  783株 20年3月期  601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  30,287,116株 20年3月期第2四半期  30,287,432株



【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 

 当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、原材料価格の高騰と米国サブプライムローン問題に端を発した

世界的な景気後退懸念の影響を受け、企業収益の低下や景況感の悪化が鮮明となりました。 

 リース業界におきましても、民間設備投資の減速、企業倒産をはじめとした信用リスクの高まりなど厳しい経営環

境が続き、当第２四半期連結累計期間の社団法人リース事業協会統計によるリース取扱高は、前年同期比マイナスと

なりました。 

 このような状況の下、当社グループでは新たにシャープファイナンス株式会社を連結子会社に加え、本年４月から

スタートいたしました「2008年度～2010年度中期経営計画」で策定した諸施策に景気動向を注視しながら適切に取り

組みました。 

 この結果、当社グループの連結業績につきましては、シャープファイナンス株式会社の新規連結がある一方で、新

リース会計基準適用によりリース債権流動化に係わる会計処理を変更したことなどから、次のとおりとなりました。

 当第２四半期連結累計期間の契約実行高は前年同期比17.9％増加の2,737億４千万円となり、当第２四半期連結会

計期間末の営業資産残高（割賦未実現利益控除後）も前連結会計年度末比2,476億４千３百万円（21.2％）増加して

１兆4,139億７千２百万円となりました。 

 損益面では、売上高は前年同期比5.7％減少の1,848億８千８百万円、営業利益は前年同期比14.3％増加の109億８

千３百万円、経常利益は前年同期比12.6％増加の119億７千９百万円、四半期純利益は前年同期比21.4％減少の70億

６百万円となりました。なお、新リース会計基準の適用に伴い、期首時点におけるリース債権及びリース投資資産に

対するリース債権流動化の売却処理に係わる影響額等20億７千６百万円を特別利益に計上しております。 

（事業の種類別セグメントの業績） 

当第２四半期連結累計期間における事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。なお、各セグメン

トにおける売上高については「外部顧客に対する売上高」の金額、営業利益については「消去又は全社」控除前の

金額を記載しております。  

〔賃貸事業〕 

 賃貸事業の契約実行高は1,826億８千８百万円と前年同期比37.6％増加し、営業資産残高は前連結会計年度末

比47.0％増加して１兆42億８千３百万円となりました。賃貸事業の売上高は前年同期比0.1％増加して1,544億２

千１百万円となり、営業利益は前年同期比34.6％増加して109億１千５百万円となりました。 

〔割賦販売事業〕 

 割賦販売事業の契約実行高は199億６千９百万円と前年同期比41.5％減少し、営業資産残高は前連結会計年度

末比19.0％減少して867億８千６百万円となりました。割賦販売事業の売上高は前年同期比37.2％減少して210億

６千万円となり、営業利益は前年同期比19.7％減少して６億７千６百万円となりました。 

〔営業貸付事業〕 

 営業貸付事業の契約実行高は694億７千５百万円と前年同期比8.0％増加し、営業資産残高は前連結会計年度末

比14.7％減少して3,162億４千７百万円となりました。営業貸付事業の売上高は前年同期比12.8％減少して52億

５千４百万円となり、営業利益は前年同期比55.3％減少して14億６百万円となりました。 

〔その他の事業〕 

 その他の事業の契約実行高は16億７百万円と前年同期比78.6％増加し、営業資産残高は前連結会計年度末比

20.5％増加して66億５千５百万円となりました。その他の事業による売上高は前年同期比76.9％増加して41億５

千２百万円となり、営業利益は前年同期比72.1％増加して17億５千１百万円となりました。 

 なお、前年同期増減率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営業資産残高は、新規連結子会社による影響及び新リース会計基準の適用により、

前連結会計年度末比21.2％増加の１兆4,139億７千２百万円となり、総資産も前連結会計年度末比24.3％増加の１兆

5,856億３千８百万円となりました。また、有利子負債残高は、営業資産残高の増加に伴い前連結会計年度末比

25.1％増加の１兆3,851億５千５百万円となりました。 

 この結果、当第２四半期連結会計期間末の純資産は、評価・換算差額等合計が前連結会計年度末比24.4％減少の18

億４千４百万円となりましたが、株主資本合計が利益剰余金の増加により前連結会計年度末比7.9％増加の851億８千

６百万円、少数株主持分がシャープファイナンス株式会社の新規連結の影響により112億３千３百万円となったこと

から、純資産合計は前連結会計年度末比168億３千５百万円（20.7％）増加して982億６千４百万円となりました。 

 なお、新リース会計基準の適用によりリース債権流動化に係わる会計処理を変更したことに伴い、従来有利子負債

として計上されていた「債権流動化に伴う（長期）支払債務」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。この変更による総資産の減少額は796億３千３百万円であります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後の我が国経済は、世界的な金融市場の混乱を受け景気の下振れリスクが高まるなど、厳しい経営環境が続くこ

とが予想されます。 

 このような状況の下、当社グループでは「2008年度～2010年度中期経営計画」における諸施策を着実に実行するこ

とにより、企業価値の増大に努めてまいります。 

 平成21年３月期の連結業績予想は、第２四半期累計期間に生じた業績予想との差異に加え、昨今の景況悪化と金融

環境の状況を踏まえ、第３四半期及び第４四半期における信用コスト及び株価下落に伴う減損処理につき当初計画よ

りも更に保守的に見積もったこと等により、平成20年５月13日に発表しました前回予想を下記のとおり修正いたしま

した。 

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） 

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） 

シャープファイナンス株式会社の株式を取得したことにより同社は当社の子会社となったため、第１四半期連

結会計期間より連結の範囲に含めております。なお、同社の資本金が当社の資本金の100分の10以上に相当、ま

た、同社の純資産が当社の純資産の100分の30以上に相当することにより、当社の特定子会社に該当しておりま

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） 380,000 17,800 19,400 12,100 399.51 

今回発表予想（Ｂ） 365,000 16,200 17,700 9,000 297.16 

増減額（Ｂ－Ａ） △15,000 △1,600 △1,700 △3,100 △102.35 

増減率（％） △3.9 △9.0 △8.8 △25.6 △25.6 

（ご参考）前期実績 

（平成20年３月期） 
399,075 16,171 17,934 12,077 398.75 



（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 

① 簡便な会計処理 

（法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ

っております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測を利用する方

法によっております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

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 

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 リース取引に関する会計基準の適用 

当社及び国内連結子会社の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。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る

リース賃借資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用

しております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

同会計基準等の適用に伴う当連結会計年度の期首までの税金等調整前当期純損益に対する累積的影響額

2,076百万円は、特別利益に「リース会計基準の適用に伴う影響額」として計上しております。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ585百万円増加し、税金等調整前四

半期純利益は2,691百万円増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響額は、当該箇所に記載しております。 

③ 営業投資有価証券 

当社は、従来、営業取引として収益を計上する目的で所有する有価証券は、「流動資産」の「有価証券」及

び「投資その他の資産」の「投資有価証券」に計上しておりましたが、投資の増加により金額的な重要性が高

まり、今後もその傾向が継続すると見込まれることから、事業の実態をより適切に反映させるため、第１四半

期連結会計期間より「流動資産」の「営業投資有価証券」として計上する方法に変更いたしました。 

これにより、従来の方法によった場合に比べ、「流動資産」の「営業投資有価証券」が6,655百万円増加

し、［流動資産」の「有価証券」が1,517百万円減少し、「投資その他の資産」の「投資有価証券」が5,137百

万円減少しております。 

なお、この変更による損益及びセグメント情報に与える影響額はありません。 



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 17,073 7,833

割賦債権 89,055 110,113

リース債権及びリース投資資産 953,773 －

営業貸付金 289,706 300,295

その他の営業貸付債権 25,010 66,626

営業投資有価証券 6,655 －

その他の営業資産 24,210 －

賃貸料等未収入金 16,192 16,326

有価証券 30 938

繰延税金資産 4,033 2,387

その他 24,308 14,657

貸倒引当金 △12,277 △8,061

流動資産合計 1,437,770 511,119

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産   

賃貸資産 45,325 624,553

賃貸資産前渡金 1,002 5,318

賃貸資産合計 46,328 629,872

社用資産   

社用資産 798 727

社用資産合計 798 727

有形固定資産合計 47,126 630,600

無形固定資産   

賃貸資産   

賃貸資産 5,184 58,600

賃貸資産合計 5,184 58,600

その他の無形固定資産   

のれん 8,570 －

その他 1,421 1,094

その他の無形固定資産合計 9,992 1,094

無形固定資産合計 15,176 59,695

投資その他の資産   

投資有価証券 36,286 34,218

破産更生債権等 11,249 3,335

前払年金費用 668 －

繰延税金資産 668 270

その他 37,537 36,940

貸倒引当金 △846 △58

投資その他の資産合計 85,564 74,706

固定資産合計 147,868 765,002

資産合計 1,585,638 1,276,121



（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 39,585 37,296

短期借入金 339,370 244,412

1年内返済予定の長期借入金 118,878 116,589

コマーシャル・ペーパー 307,400 324,600

債権流動化に伴う支払債務 81,200 51,700

1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債
務

3,640 45,077

リース債務 271,444 －

売渡抵当証券 57,463 104,369

未払法人税等 5,299 2,633

割賦未実現利益 2,268 3,035

賞与引当金 1,422 935

役員賞与引当金 59 －

債務保証損失引当金 74 31

その他 16,617 9,520

流動負債合計 1,244,726 940,201

固定負債   

長期借入金 198,791 169,225

債権流動化に伴う長期支払債務 6,942 50,922

リース債務 24 －

繰延税金負債 2,001 1,284

退職給付引当金 549 639

役員退職慰労引当金 85 433

メンテナンス引当金 465 －

債務保証損失引当金 2,439 1,399

負ののれん － 3,108

その他 31,347 27,477

固定負債合計 242,647 254,492

負債合計 1,487,374 1,194,693

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,532 10,532

資本剰余金 10,416 10,416

利益剰余金 64,241 57,992

自己株式 △2 △2

株主資本合計 85,186 78,938

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,177 2,675

繰延ヘッジ損益 28 △157

為替換算調整勘定 △361 △79

評価・換算差額等合計 1,844 2,438

少数株主持分 11,233 51

純資産合計 98,264 81,428

負債純資産合計 1,585,638 1,276,121



（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 184,888

売上原価 160,796

売上総利益 24,092

販売費及び一般管理費 13,108

営業利益 10,983

営業外収益  

受取利息 30

受取配当金 414

匿名組合投資利益 113

負ののれん償却額 389

持分法による投資利益 317

その他 159

営業外収益合計 1,424

営業外費用  

支払利息 311

投資事業組合運用損 104

匿名組合投資損失 4

その他 7

営業外費用合計 428

経常利益 11,979

特別利益  

債権譲渡益 122

償却債権取立益 122

投資有価証券売却益 4

リース会計基準の適用に伴う影響額 2,076

維持管理費用計上基準変更益 324

特別利益合計 2,650

特別損失  

投資有価証券売却損 5

投資有価証券評価損 914

メンテナンス費用計上基準変更損 403

その他 4

特別損失合計 1,328

税金等調整前四半期純利益 13,302

法人税、住民税及び事業税 5,209

法人税等調整額 453

法人税等合計 5,662

少数株主利益 633

四半期純利益 7,006



 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。 

（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）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

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） 

 （注）１．事業区分は、主たる営業取引の種類により区分しております。 

２．各事業の主な品目 

賃貸事業……………情報関連機器・事務用機器、産業工作機械等の賃貸業務（賃貸取引の満了・解約に伴

う物件販売等を含む） 

割賦販売事業………商業設備、生産設備、病院設備等の割賦販売業務 

営業貸付事業………金銭の貸付業務 

その他の事業………営業目的の金融収益を得るために所有する有価証券の運用業務、匿名組合組成業務等

３．会計処理の方法の変更 

（リース取引に関する会計基準） 

「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、当社及び

国内連結子会社の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。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に

係るリース賃借資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

を採用しております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当第２四半期連結累計期間の賃貸事業の営業利益

が1,669百万円増加し、割賦販売事業の営業利益が214百万円減少し、営業貸付事業の営業利益が868百万円

減少しております。 

４．著しく変動したセグメント別資産 

シャープファイナンス株式会社の株式を取得し、同社は当社の子会社となったことなどにより、賃貸事業

のセグメント資産が前連結会計年度末比3,634億３千７百万円（49.1％）増加して１兆1,035億２千７百万円

となりました。 

  
賃貸事業 
（百万円） 

割賦販売
事業 

（百万円）

営業貸付
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 
154,421 21,060 5,254 4,152 184,888 － 184,888 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
181 36 187 421 826 (826) － 

計 154,602 21,096 5,441 4,573 185,714 (826) 184,888 

営業利益 10,915 676 1,406 1,751 14,750 (3,766) 10,983 



ｂ．所在地別セグメント情報 

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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

ｃ．海外売上高 

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） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

（５）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。 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）中間連結損益計算書 

 
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） 

区分 金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   196,134 100.0 

Ⅱ 売上原価   179,445 91.5 

売上総利益   16,688 8.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   7,076 3.6 

営業利益   9,611 4.9 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 35     

２．受取配当金 154     

３．組合等出資利益 66     

４．持分法による投資利益 547     

５．負ののれん償却額 386     

６．その他 27 1,218 0.6 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 129     

２．組合等出資損失 48     

３．その他 10 188 0.1 

経常利益   10,642 5.4 

Ⅵ 特別利益       

１．債権譲渡益 107     

２．償却済債権取立益 118     

３．貸倒引当金戻入益 2,046     

４．債務保証損失引当金戻入益 88 2,360 1.2 

Ⅶ 特別損失       

１．投資有価証券評価損 39     

２．その他 3 43 0.0 

税金等調整前中間純利益   12,959 6.6 

法人税、住民税及び事業税 4,251     

法人税等調整額 △209 4,041 2.1 

少数株主利益   3 0.0 

中間純利益   8,913 4.5 

       



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
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）

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 12,959 

賃貸資産減価償却費  118,414 

社用資産減価償却費  271 

社用資産処分損益（益：△）  3 

貸倒引当金の増減額（減少：△） △2,341 

債務保証損失引当金の増減額 
（減少：△）  

△88 

退職給付引当金及び役員退職慰労
引当金の増減額（減少：△）  

△45 

前払年金費用の増減額 
（増加：△）  

△171 

賞与引当金の増減額（減少：△） 12 

受取利息及び受取配当金  △189 

資金原価及び支払利息  5,524 

有価証券及び投資有価証券評価損 39 

持分法による投資損益（益：△） △547 

組合等出資損益（益：△）  △18 

負ののれん償却額  △386 

賃貸料等未収入金の増減額 
（増加：△）  755 

割賦債権の増減額（増加：△）  △2,277 

営業貸付債権の増減額 
（増加：△）  

△6,159 

賃貸資産の増減額（増加：△）  △128,547 

固定化営業債権の増減額 
（増加：△）  974 

差入保証金の増減額（増加：△） △872 

支払手形及び買掛金の増減額 
（減少：△）  998 

売渡抵当証券の増減額 
（減少：△）  

△16,221 

預り保証金の増減額（減少：△） 3,129 

その他  △4,860 

小計 △19,643 

利息及び配当金の受取額  301 

利息の支払額  △5,895 

法人税等の支払額又は還付額 
（支払：△） 

△5,368 

営業活動によるキャッシュ・フロー △30,606 

 



 
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）

区分 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出  △2,803 

投資有価証券の売却及び償還によ
る収入  588 

連結範囲変更を伴う子会社株式の
取得による収入  36,579 

社用資産の取得による支出  △256 

その他  △34 

投資活動によるキャッシュ・フロー 34,073 

    

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：△）  

△34,806 

コマーシャルペーパーの純増減額
（減少：△）  15,960 

長期借入による収入  75,746 

長期借入金の返済による支出  △50,300 

債権流動化債務の純増減額 
（減少：△）  26,400 

長期債権流動化による収入  4,121 

長期債権流動化債務の返済による
支出  

△36,733 

自己株式取得による支出  △0 

配当金の支払額  △695 

少数株主への配当金の支払額  △1 

財務活動によるキャッシュ・フロー △309 

    

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 46 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 
（減少：△） 3,204 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 4,369 

Ⅶ 連結範囲変動による現金及び現金同
等物の増減額（減少：△） 

2 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末残高 7,576 

   



（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

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） 

 （注）１．事業区分は、主たる営業取引の種類により区分しております。 

２．各事業の主な品目 

賃貸事業……………情報関連機器・事務用機器、産業工作機械等の賃貸業務（賃貸取引の満了・解約に伴

う物件販売等を含む） 

割賦販売事業………商業設備、生産設備、病院設備等の割賦販売業務 

営業貸付事業………金銭の貸付業務 

その他の事業………営業目的の金融収益を得るために所有する有価証券の運用業務、匿名組合組成業務等

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（3,509百万円）は、販売費及び一般管理費

のうち、管理部門に係る費用であります。 

４．提出会社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より、平成19年４月１日以降

に取得した社用資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

この変更によるセグメント情報に与える影響額は軽微であります。 

５．提出会社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した社用資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌

連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。 

この変更によるセグメント情報に与える影響額は軽微であります。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

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） 

 全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

ｃ．海外売上高 

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） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  
賃貸事業 
（百万円）

割賦販売
事業 
（百万円）

営業貸付
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 154,237 33,522 6,028 2,347 196,134 － 196,134 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
135 2 167 499 805 (805) － 

計 154,372 33,525 6,195 2,847 196,939 (805) 196,134 

営業費用 146,259 32,682 3,052 1,829 183,823 2,698 186,522 

営業利益 8,112 842 3,142 1,017 13,116 (3,504) 9,611 



６．その他の情報 

（１）契約実行高 

 （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購入金額、割賦販売事業について

は、実行時の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 

 （注）１．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．営業貸付事業に係る資産残高には、「投資その他の資産」の「その他」で表示されている関係会社長期貸

付金の残高が含まれております。 

    前連結会計年度末               3,651 百万円 

    当第２四半期連結会計期間末     1,530 百万円 

事業の種類別セグメントの名称 

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） 

当第２四半期 
連結累計期間 

（平成21年３月期 
 第２四半期） 

対前年同期増減 

契約実行高 
（百万円） 

構成比
（％） 

契約実行高 
（百万円） 

構成比
（％） 

金額 
（百万円） 

増減率 
（％） 

賃貸事業 

ファイナンス・リース 123,935 53.4 161,944 59.1 38,009 30.7 

オペレーティング・リース 8,878 3.8 20,743 7.6 11,864 133.6 

賃貸事業計 132,814 57.2 182,688 66.7 49,874 37.6 

割賦販売事業 34,156 14.7 19,969 7.3 △14,186 △41.5 

営業貸付事業 64,356 27.7 69,475 25.4 5,118 8.0 

その他の事業 900 0.4 1,607 0.6 707 78.6 

合計 232,227 100.0 273,740 100.0 41,513 17.9 

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月期末） 

当第２四半期 
連結会計期間末 

（平成21年３月期 
第２四半期末） 

対前連結会計年度末比 
増減 

期末残高 
（百万円） 

構成比 
（％） 

期末残高 
（百万円） 

構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

増減率 
（％） 

賃貸事業 

ファイナンス・リース 655,842 56.2 953,773 67.4 297,931 45.4 

オペレーティング・リース 27,312 2.4 50,510 3.6 23,198 84.9 

賃貸事業計 683,154 58.6 1,004,283 71.0 321,129 47.0 

割賦販売事業 107,078 9.2 86,786 6.1 △20,292 △19.0 

営業貸付事業 370,573 31.7 316,247 22.4 △54,326 △14.7 

その他の事業 5,522 0.5 6,655 0.5 1,132 20.5 

合計 1,166,329 100.0 1,413,972 100.0 247,643 21.2 
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