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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 150,759 ― 4,994 ― 5,467 ― 3,017 ―
20年3月期第2四半期 167,385 0.2 6,877 △4.0 7,632 1.0 4,669 △11.6

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 82.55 ―
20年3月期第2四半期 126.72 ―

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 1,115,547 59,042 5.2 1,577.85
20年3月期 1,195,336 57,428 4.7 1,534.45

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  57,668百万円 20年3月期  56,082百万円

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 ― 18.00 ― 20.00 38.00
21年3月期 ― 20.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 20.00 40.00

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 300,500 △12.0 10,200 △11.6 10,700 △12.1 6,500 △16.7 177.84

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、５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（平成20年３月期決算短信発表時）に公表いたしました平成21年３月期（平成20年４月１日～平成21年３月31日）の通期業績予想（連結・個別）を平
成20年10月20日付けで修正いたしました。  
なお、業績予想につきましては、現時点における事業環境において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、今後の様々な要因により予想値と
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 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  36,849,000株 20年3月期  36,849,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  300,148株 20年3月期  300,096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  36,548,859株 20年3月期第2四半期  36,848,938株



（参考）個別業績予想 

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） 
 
 

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 235,300 △14.8 5,700 △32.2 7,400 △30.7 4,300 △46.4 117.65

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 無 

 
※ 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（平成20年３月期決算短信発表時）に公表いたしました平成21年３月期（平成20年４月１日～平成21年３月31日）の通期業績予想（連
結・個別）を平成20年10月20日付けで修正いたしました。 
なお、業績予想につきましては、現時点における事業環境において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、今後の様々な要因に
より予想値と異なる可能性があります。 
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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 （前年同四半期増減率（前年同四半期の金額）は、参考として記載しております。） 

平成20年度第２四半期のわが国経済は、輸出の鈍化による企業収益の下振れや株安・物価高による消費者心理

の悪化に加えて、米国金融危機に端を発する金融市場の混乱などから、景気は一層後退色を強める状況となりま

した。こうした経済金融動向を背景に、企業の設備投資には抑制傾向が見られ、また、大型倒産が増加し企業倒

産件数も高水準で推移する等、足許の経済金融環境は厳しい状況が続いており、先行きに不透明感が強まってお

ります。 

 

このような状況のなか、当第２四半期連結累計期間のリース、割賦、貸付全体の契約実行高は前年同期（平成

19年９月期）比2.3％減少の222,220百万円となりました。 

リース及び割賦では、景況悪化を踏まえて引続き信用リスク及び採算性を重視した運営を行なったことにより、

割賦の契約実行高は前年同期比6.4％増加の26,991百万円となりましたが、リースの契約実行高は同16.1％減少の

103,728百万円となりました。貸付事業では、船舶ファイナンスにおける成約済み案件の貸出実行が続伸したこと

などから、契約実行高は前年同期比16.7％増加の91,500百万円となりました。 

 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における連結業績は、次のとおりとなりました。 

まず、リース、割賦、貸付合計の営業資産残高は前連結会計年度末（平成20年３月期）比5.5％減少の

1,005,352百万円となりました。 

事業の種類別セグメントでは、リースの営業資産残高は前連結会計年度末比7.4％減少して647,069百万円、割

賦の営業資産残高（割賦未実現利益控除後）は同0.4％減少の121,473百万円、貸付の営業資産残高は同2.7％減少

して236,809百万円となりました。 

 

損益面では、売上高は150,759百万円と前年同期比9.9％の減収となりました。営業利益は、信用コストの増加

等により前年同期比27.4％減少の4,994百万円、経常利益は同28.4％減少の5,467百万円となりました。四半期純

利益は、リース会計基準変更に伴う期首のリース投資資産に対する一般貸倒引当金を特別損失として計上したこ

と等により、前年同期比35.4％減少して3,017百万円となりました。 

また、純資産は利益の蓄積により引き続き増加して59,042百万円、自己資本比率5.2％となりました。 

 

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。（売上高は外部顧客に対する売上高を記載しており

ます。） 

事業の種類別セグメントの業績 

〔賃貸事業〕 

賃貸事業の売上高は前年同期（平成19年９月期）比11.0％減少して137,497百万円となり、営業利益は同

8.5％減少して6,478百万円となりました。 

〔割賦販売事業〕 

割賦販売事業の売上高は前年同期比1.3％減少して8,769百万円となり、営業利益は同41.8％減少して396百万

円となりました。 

〔貸付事業〕 

貸付事業の売上高は前年同期比3.7％増加して3,329百万円となりましたが、信用コストの増加等により236百

万円の営業損失となりました。 

〔その他の事業〕 

その他の事業の売上高は前年同期比41.5％増加して1,162百万円となりましたが、営業費用の増加により営業

利益は21.8％減少の157百万円となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 （前年同四半期増減率（前年同四半期の金額）は、参考として記載しております。） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、リース債権・リース投資資産及び営業貸付債権の減少等により前年同

期（平成19年９月期）比30,008百万円増加し、23,283百万円の収入となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券及び投資有価証券の取得支出の減少等により前年同期比6,404

百万円増加し、7,313百万円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、コマーシャル・ペーパーの発行及び債権流動化による直接調達で

26,131百万円の収入に対し、間接調達では43,859百万円の支出となり、財務活動全体では18,460百万円の支出と

なりました。 

 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末（平成20

年３月期）比2,491百万円減少し、13,205百万円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間の実績に加え、景況悪化と昨今の金融環境を踏まえて第３及び第４四半期における

信用コストについて慎重に見積ったこと等により、平成21年３月期の通期連結業績につきましては、売上高

300,500百万円、営業利益10,200百万円、経常利益10,700百万円、当期純利益6,500百万円を見込んでおります。  
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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 

① 簡便な会計処理 

該当事項はありません。 

② 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 

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 

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。 

また、同会計基準等の適用によりリース債権の流動化に係る会計処理並びにリース債権及びリース投資資

産に対する一般貸倒引当金の繰入額を変更しております。これらの変更による影響額は、特別損失に「リー

ス会計基準の適用に伴う影響額」としてまとめて計上しており、内訳は以下のとおりであります。 

リース債権及びリース投資資産に対する一般貸倒引当金繰入額 1,315百万円 

リース債権の流動化による譲渡益 △303百万円 

差引計 1,011百万円 

この結果、営業利益及び経常利益はそれぞれ273百万円増加し、税金等調整前四半期純利益は、737百万円

減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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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 14,249 16,694

受取手形及び売掛金 96 200

割賦債権 123,408 124,117

リース債権及びリース投資資産 627,700 －

営業貸付金 192,942 202,027

その他の営業貸付債権 42,568 41,277

その他の営業資産 1,299 －

賃貸料等未収入金 1,941 25,030

有価証券 13,035 11,867

繰延税金資産 1,708 835

その他の流動資産 17,675 20,013

貸倒引当金 △2,782 △1,959

流動資産合計 1,033,843 440,104

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産   

賃貸資産 19,039 651,130

賃貸資産前渡金 － 1,801

賃貸資産合計 19,039 652,932

社用資産   

社用資産 3,117 3,144

社用資産合計 3,117 3,144

有形固定資産合計 22,157 656,076

無形固定資産   

賃貸資産   

賃貸資産 329 47,730

賃貸資産合計 329 47,730

その他の無形固定資産   

のれん 199 212

ソフトウエア 2,599 2,470

その他 51 24

その他の無形固定資産合計 2,851 2,707

無形固定資産合計 3,180 50,438

投資その他の資産   

投資有価証券 43,805 38,754

破産更生債権等 4,504 2,920

繰延税金資産 4,093 2,286

その他の投資 5,068 5,540

貸倒引当金 △1,105 △785

投資その他の資産合計 56,365 48,716

固定資産合計 81,703 755,231

資産合計 1,115,547 1,195,336
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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 45,258 55,509

短期借入金 95,225 102,310

1年内返済予定の長期借入金 159,045 211,686

コマーシャル・ペーパー 342,400 329,500

債権流動化に伴う支払債務 76,068 90,658

リース債務 32,097 －

未払法人税等 3,598 1,827

割賦未実現利益 1,934 2,127

賞与引当金 316 326

役員賞与引当金 － 90

その他の流動負債 11,922 12,771

流動負債合計 767,867 806,808

固定負債   

長期借入金 277,313 261,407

債権流動化に伴う長期支払債務 3,361 61,733

退職給付引当金 1,540 1,490

役員退職慰労引当金 109 129

受取保証金 4,885 5,206

その他の固定負債 1,426 1,132

固定負債合計 288,636 331,099

負債合計 1,056,504 1,137,907

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,760 11,760

資本剰余金 9,680 9,680

利益剰余金 35,817 33,531

自己株式 △552 △551

株主資本合計 56,706 54,420

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 779 1,206

繰延ヘッジ損益 △161 △232

為替換算調整勘定 344 688

評価・換算差額等合計 962 1,662

少数株主持分 1,374 1,345

純資産合計 59,042 57,428

負債純資産合計 1,115,547 1,195,336
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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 150,759

売上原価 135,871

売上総利益 14,888

販売費及び一般管理費 9,893

営業利益 4,994

営業外収益  

受取利息 277

受取配当金 230

持分法による投資利益 183

投資収益 153

その他 82

営業外収益合計 927

営業外費用  

支払利息 434

その他 20

営業外費用合計 455

経常利益 5,467

特別利益  

投資有価証券売却益 99

償却債権取立益 224

特別利益合計 324

特別損失  

リース会計基準の適用に伴う影響額 1,011

投資有価証券評価損 120

特別損失合計 1,132

税金等調整前四半期純利益 4,659

法人税、住民税及び事業税 4,019

法人税等調整額 △2,406

法人税等合計 1,613

少数株主利益 29

四半期純利益 3,017
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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 4,659

賃貸資産減価償却費 3,618

社用資産減価償却費及び除却損 528

持分法による投資損益（△は益） △183

投資損益（△は益） △153

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,145

賞与引当金の増減額（△は減少） △9

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △90

退職給付引当金の増減額（△は減少） 50

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △20

受取利息及び受取配当金 △508

資金原価及び支払利息 5,022

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △99

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 120

リース会計基準の適用に伴う影響額 △303

売上債権の増減額（△は増加） 104

割賦債権の増減額（△は増加） 516

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増
加）

30,833

営業貸付債権の増減額（△は増加） 605

賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） 199

賃貸資産の取得による支出 △6,112

賃貸資産の売却による収入 1,148

仕入債務の増減額（△は減少） △10,251

その他 △684

小計 30,134

利息及び配当金の受取額 742

利息の支払額 △5,257

法人税等の支払額 △2,335

営業活動によるキャッシュ・フロー 23,283

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 △641

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △6,963

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 932

その他 △641

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,313

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） △6,707

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 12,900

長期借入れによる収入 102,577

長期借入金の返済による支出 △139,729

債権流動化による収入 166,269

債権流動化の返済による支出 △153,038

配当金の支払額 △730

その他 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △18,460

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,491

現金及び現金同等物の期首残高 15,697

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,205
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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 

【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） 

 賃貸事業 
割賦販売

事業 
貸付事業

その他の

事業 
計 

消去又は

全社 
連結 

 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高    

外部顧客に対する売上高 137,497 8,769 3,329 1,162 150,759 － 150,759

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
189 75 102 50 418 (418) －

計 137,686 8,845 3,432 1,213 151,177 (418) 150,759

営業利益又は営業損失(△) 6,478 396 △236 157 6,796 (1,801) 4,994

（注）１．事業区分は、売上集計区分によっております。 

２．各事業の主な品目は次のとおりであります。 

(1）賃貸事業 ………… 産業工作機械、情報関連機器・事務用機器等の賃貸業務（賃貸取引の満了・中

途解約に伴う物件販売等を含む） 

(2）割賦販売事業 …… 生産設備、建設土木機械、商業設備等の割賦販売業務 

(3）貸付事業 ………… 金銭の貸付業務、ファクタリング等 

(4）その他の事業 …… 手数料取引等業務、保険代理店業務、保証業務 

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

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

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

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）、

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

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

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

方法によった場合と比較して当第２四半期連結累計期間の賃貸事業の営業利益は273百万円増加し

おります。 

権

よ

（

指

平

か

等

の

て

 
【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。 

 
【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。 

 

(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。 
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「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 

 （単位：百万円）

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 
科  目 

金 額 百分比 

   ％ 

Ⅰ 売 上 高  167,385 100.0 

Ⅱ 売 上 原 価  153,524 91.7 

売 上 総 利 益  13,861 8.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  6,984 4.2 

営 業 利 益  6,877 4.1 

Ⅳ 営 業 外 収 益  1,070 0.7 

1. 受 取 利 息  89  

2. 受 取 配 当 金  234  

3. 持分法による投資利益  440  

4. 投 資 収 益  227  

5. そ の 他  77  

Ⅴ 営 業 外 費 用  315 0.2 

1. 支 払 利 息  283  

2. そ の 他  32  

経 常 利 益  7,632 4.6 

Ⅵ 特 別 利 益  136 0.1 

1. 投 資 有 価 証 券 売 却 益  107  

2. 償 却 済 債 権 取 立 益  25  

3. そ の 他  4  

Ⅶ 特 別 損 失  461 0.3 

1. 投 資 有 価 証 券 売 却 損  15  

2. 投 資 有 価 証 券 評 価 損  258  

3. 減 損 損 失  187  

税金等調整前中間純利益  7,308 4.4 

法人税、住民税及び事業税  2,217 1.3 

法 人 税 等 調 整 額  377 0.3 

少 数 株 主 利 益  44 0.0 

中 間 純 利 益  4,669 2.8 
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(2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

 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 

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 7,308 

賃貸資産減価償却費 126,154 

社用資産減価償却費及び除却損 555 

減損損失 187 

持分法投資損益（益：△） △440 

投資損益（益：△） △227 

貸倒引当金の増減額（減少：△） 145 

退職給付引当金、役員退職慰労引当金、賞与引
当金及び役員賞与引当金の増減額（減少：△） 

△122 

受取利息及び受取配当金 △324 

資金原価及び支払利息 4,839 

有価証券及び投資有価証券売却損益等（益：△） △91 

有価証券及び投資有価証券評価損益等（益：△） 258 

売上債権の増減額（増加：△） 195 

割賦債権の増減額（増加：△） 450 

営業貸付債権の増減額（増加：△） △5,009 

賃貸料等未収入金の増減額（増加：△） △1,361 

営業有価証券の増減額（増加：△） 157 

賃貸資産取得による支出 △123,159 

賃貸資産売却に係る収入 8,263 

仕入債務の増減額（減少：△） △14,653 

その他の営業活動による増減額 △2,706 

小  計 417 

利息及び配当金の受取額 387 

利息の支払額 △4,748 

法人税等の支払額 △2,781 

営業活動によるキャッシュ・フロー △6,724 
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 （単位：百万円）

 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 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

社用資産取得による支出 △502 

有価証券及び投資有価証券の取得支出 △13,055 

有価証券及び投資有価証券の売却収入等 533 

その他の投資活動による増減額 △694 

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,718 

  

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：△） △49,920 

コマーシャル・ペーパーの純増減額（減少：△） 41,900 

長期借入金の借入収入 86,209 

長期借入金の返済支出 △62,807 

債権流動化による収入 158,205 

債権流動化の返済による支出 △154,946 

配当金の支払額 △663 

その他の財務活動による増減額 △1 

財務活動によるキャッシュ・フロー 17,976 

  

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 5 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △2,461 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 15,559 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 13,097 
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(3) セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（平成19年４月１日～９月30日） 

（単位：百万円）

 
賃貸事業

割賦販売

事 業
貸付事業

その他の

事 業
計 

消去又は

全 社 
連 結

売 上 高    

(1) 外部顧客に対する売上高 154,463 8,889 3,211 821 167,385 － 167,385

(2) セ グ メ ン ト 間 の 内 部 

売 上 高 又 は 振 替 高 
121 8 97 61 290 (290) －

計 154,585 8,897 3,309 883 167,676 (290) 167,385

営 業 費 用 147,502 8,217 2,557 682 158,959 1,549 160,508

営 業 利 益 7,083 680 752 201 8,717 (1,839) 6,877

 
（注） １. 事業区分は、売上集計区分によっております。 

２. 各事業の主な品目は次のとおりであります。 

(1) 賃 貸 事 業 …… 産業工作機械、情報関連機器・事務用機器等の賃貸業務（賃貸取引の満了・中途

解約に伴う物件販売等を含む） 

(2) 割賦販売事業 …… 生産設備、建設土木機械、商業設備等の割賦販売業務 

(3) 貸 付 事 業 …… 金銭の貸付業務、ファクタリング等 

(4) その他の事業 …… 手数料取引等業務、保険代理店業務、保証業務、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 

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は1,693百万円であり、その主なものは

当社の本社管理部門に係る費用であります。 
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「参考」 
四半期個別財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

 

（単位：百万円）

 当第２四半期会計期間末 

（平成 20 年９月 30 日） 

前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 

（平成 20 年３月 31 日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,204 12,013 

受取手形 7 150 

割賦債権 94,098 93,605 

リース債権及びリース投資資産 513,851 － 

営業貸付金 156,390 154,413 

その他の営業貸付債権 39,513 39,656 

その他の営業資産 1,299 － 

賃貸料等未収入金 1,410 21,207 

有価証券 12,303 11,532 

繰延税金資産 741 399 

その他の流動資産 39,791 40,792 

貸倒引当金 △2,566 △1,778 

流動資産合計 864,046 371,992 

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産   

賃貸資産 9,412 551,422 

賃貸資産前渡金 － 686 

賃貸資産合計 9,412 552,108 

社用資産   

社用資産 3,048 3,092 

社用資産合計 3,048 3,092 

有形固定資産合計 12,461 555,201 
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（単位：百万円）

 当第２四半期会計期間末 

（平成 20 年９月 30 日） 

前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 

（平成 20 年３月 31 日） 

無形固定資産   

賃貸資産   

賃貸資産 329 42,154 

賃貸資産合計 329 42,154 

その他の無形固定資産   

ソフトウェア 2,158 2,037 

その他 20 20 

その他の無形固定資産合計 2,178 2,058 

無形固定資産合計 2,507 44,213 

投資その他の資産   

投資有価証券 33,069 28,482 

破産更生債権等 4,418 2,821 

繰延税金資産 3,700 1,303 

その他の投資 52,989 50,047 

貸倒引当金 △1,083 △899 

投資その他の資産合計 93,095 81,755 

固定資産合計 108,063 681,169 

資産合計 972,110 1,053,162 
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（単位：百万円）

 当第２四半期会計期間末 

（平成 20 年９月 30 日） 

前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 

（平成 20 年３月 31 日） 

負債の部   

流動負債   

支払手形 7,259 9,950 

買掛金 30,735 37,852 

短期借入金 79,727 91,489 

１年内返済予定の長期借入金 127,091 175,083 

コマーシャル・ペーパー 344,300 331,400 

債権流動化に伴う支払債務 76,069 91,336 

リース債務 30,561 － 

未払法人税等 3,391 1,664 

割賦未実現利益 903 1,035 

賞与引当金 241 244 

役員賞与引当金 － 90 

その他の流動負債 6,653 6,158 

流動負債合計 706,934 746,304 

固定負債   

長期借入金 206,836 189,467 

債権流動化に伴う長期支払債務 3,361 62,692 

退職給付引当金 1,441 1,402 

役員退職慰労引当金 75 85 

受取保証金 2,569 2,524 

その他の固定負債 104 389 

固定負債合計 214,388 256,561 

負債合計 921,323 1,002,865 

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,760 11,760 

資本剰余金 9,680 9,680 

利益剰余金 29,050 28,133 

自己株式 △552 △551 

株主資本合計 49,939 49,022 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 847 1,273 

評価・換算差額等合計 847 1,273 

純資産合計 50,786 50,296 

負債純資産合計 972,110 1,053,162 

 
（注）この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示 

におけるレビュー対象ではありません。 
 

興銀リース㈱（8425）　平成21年３月期　第２四半期決算短信

17



 

 

（2）四半期損益計算書 

  【第２四半期累計期間】 

 

 （単位：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）

売上高 119,205

売上原価 108,403

売上総利益 10,802

販売費及び一般管理費 8,324

営業利益 2,477

営業外収益 

受取利息 480

有価証券利息 265

受取配当金 371

業務受託手数料 71

その他 89

営業外収益合計 1,277

営業外費用 

支払利息 416

その他 20

営業外費用合計 437

経常利益 3,318

特別利益 

投資有価証券売却益 99

償却債権取立益 218

特別利益合計 318

特別損失 

リース会計基準の適用に伴う影響額 851

投資有価証券評価損 113

関係会社株式評価損 7

特別損失合計 972

税引前四半期純利益 2,664

法人税、住民税及び事業税 3,464

法人税等調整額 △2,447

法人税等合計 1,016

四半期純利益 1,647

 

（注）この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示 
におけるレビュー対象ではありません。 
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６．その他の情報 

(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を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとお

りであります。 

事業の種類別セグメントの名称 契約実行高（百万円） 

ファイナンス・リース 96,784 

オペレーティング・リース 6,943 賃貸事業 

賃貸事業計 103,728 

割賦販売事業 26,991 

貸付事業 91,500 

その他の事業 － 

合計 222,220 

 （注）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２四半期連結累計期間末における営業資産残高を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおり

であります。 

当第２四半期連結累計期間末 
事業の種類別セグメントの名称 

期末残高（百万円） 構成比（％） 

ファイナンス・リース 627,700 62.4 

オペレーティング・リース 19,368 1.9 賃貸事業 

賃貸事業計 647,069 64.3 

割賦販売事業 121,473 12.1 

貸付事業 236,809 23.6 

その他の事業 － － 

合計 1,005,352 100.0 

 （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。 
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