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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 108,766 ― 7,590 ― 8,076 ― 3,855 ―

20年3月期第3四半期 104,780 △7.6 △4,584 ― △4,760 ― △6,436 ―

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3四半期 22.01 ―

20年3月期第3四半期 △44.81 ―

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3四半期 3,162,036 99,312 3.1 567.08
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3四半期  99,297百万円 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、６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3四半期  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3四半期  292,830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3四半期  175,117,955株 20年3月期第3四半期  146,922,721株
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（％表示は対前期増減率）

 
  

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。 

２．参考として開示した個別業績の概要（15～18ページ）は法定開示におけるレビュー対象ではありませ
ん。 

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３四半期連結累計期間のわが国経済は、米国発の金融危機の深刻化による世界的な株価の下落や急

激な円高の進行などを背景として、企業業績や雇用情勢の悪化、個人消費の落ち込みなど、あらゆる方面

で実体経済に影響が広がっております。 

当業界におきましても、改正貸金業法の段階的な施行や改正割賦販売法の施行を見据えたマーケットの

縮小などにより、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。 

 このような中、当社グループは、平成20年４月からスタートさせた中期３ヵ年経営計画「VIC10（ヴィ

ック・テン）」で掲げるコンプライアンス経営を基本に据え、適正与信、加盟店管理を厳格に行ってまい

りました。営業面におきましては、各種営業施策、キャンペーンを積極的に展開するとともに、ＭＵＦＧ

グループとの連携強化を図ってまいりました。また、組織面では平成20年10月１日付で、営業部門全体を

統括する「営業戦略本部」を設置し、クレジット、カード、ファイナンス各部門を複合横断的に企画、推

進する体制といたしました。 

 一方、営業費用に関しては、物件費その他変動費の削減に努めてまいりました。特に、与信の厳格化や

加盟店管理の強化による債権の良質化に加えて、債権回収体制が有効に機能したこともあって、未収債権

の増加を抑制し、貸倒関連費用の圧縮を図ることができました。 

 なお、平成20年４月から新たに連結子会社となった「ＪＮＳ管理サービス株式会社」においても、債権

回収の体制を強化し、貸倒関連費用の圧縮に取り組んでまいりました。  

以上の結果、第３四半期連結累計期間の営業収益は1,087億66百万円（前年同期比3.8％増）、経常利益

は80億76百万円（前第３四半期は経常損失47億60百万円）となりました。なお、株価の急落による保有有

価証券の減損処理等に係わる特別損失を13億57百万円計上した関係上、四半期純利益は38億55百万円（前

第３四半期は四半期純損失64億36百万円）となりました。 

  
  

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

提携先での獲得により順調に推移いたしましたが、在籍カード会員数につきましては、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行った結果、微増に止まっております。 

なお、ＥＴＣカード会員の獲得は堅調に推移し、同時に公共料金、携帯電話料金、病院での支払いな

ど、生活関連分野のカード決済を促進、一会員あたりの利用額の増加につなげることができました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の取扱高は、5,508億10百万円（前年同期比3.4％増）となり

ました。 
  

重点攻略分野として、教育・医療・ブライダル・住環境(太陽光発電システム・オール電化・家庭用

燃料電池などの環境商品）の４分野を推進してまいりました。教育・医療・ブライダルにおいては、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）の活用により提携会社の拡大を図り

ました。住環境においては、「環境のジャックス」確立の土台構築のために、戦略プロジェクト体制を

組成して取り組んでおります。 

 また、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「クレジット契約書回収

システム」）を積極的に活用して、営業渉外の効率化とコスト削減に努めました。 

オートローンにつきましては、三菱ＵＦＪニコス株式会社より承継した加盟店を中心にオートリース

やJ-PACC（Web上での加盟店向け販売促進システム）の積極的な営業を推進いたしました。 

しかしながら、急速な個人消費の落ち込みによる影響は避けられず、当第３四半期連結累計期間の取

扱高は、2,350億86百万円（前年同期比1.0％減）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、不動産販売環境が厳しい中、ローンの対象である「投資用マンショ

ン」販売が概ね堅調なことから、取扱高計画を第３四半期累計期間で達成しております。引き続き良質

な保証残高を着実に積み上げてまいります。 

銀行個人ローン保証につきましては、リフォームローンおよびマイカーローンを中心とした目的型証

書貸付保証を推進いたしました。また、審査部門を一元化し与信の厳格化を継続した結果、代位弁済の

増加を抑制することができました。 

オートローン保証は三菱ＵＦＪニコス株式会社から承継した加盟店での取扱高増加の効果がありまし

たものの、国内自動車販売低迷の影響を大きく受けました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の取扱高は、4,010億20百万円（前年同期比3.5％減）となり

ました。 
  

キャッシングにつきましては、貸金業法の改正に伴う市場収縮が続く厳しい環境ではありましたが、

債権良質化の観点から、従前以上にクレジットカード、融資専用カードの入会基準の厳格化を進めてま

いりました。 

 以上により、当第３四半期連結累計期間の取扱高は、1,631億56百万円（前年同期比15.4％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の

効果により、取扱いは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、当第３四半期連結累計期間の取扱高は、4,771億５百万円（前年同期比8.6％増）となり

ました。 

  

（参考） 

 （注）下記表の前年同四半期の金額および前年同四半期増減率は参考として記載しております。 

  

（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３四半期累計期間
(自 平成19年４月１日 
至  平成19年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成20年４月１日  
至 平成20年12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

   ％    ％       ％

総合あっせん 532,847 29.3 550,810 30.1 3.4

個品あっせん 237,341 13.0 235,086 12.9 △1.0

信 用 保 証 415,516 22.9 401,020 22.0 △3.5

融    資 192,774 10.6 163,156 8.9 △15.4

そ の 他 439,166 24.2 477,105 26.1 8.6

合   計 1,817,646 100.0 1,827,179 100.0 0.5
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当第３四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３四半期連結会計期間末における資産の残高は、３兆1,620億36百万円となり、前連結会計年度と

比較して3,734億29百万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３四半期連結会計期間末における負債の残高は、３兆627億23百万円となり、前連結会計年度と比

較して3,736億55百万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３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、993億12百万円となり、前連結会計年度と比較

して２億26百万円減少となりました。これは、利益剰余金は増加したものの、その他有価証券評価差額金

が減少したこと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３四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4,644億10百万円少なく計

上されております。 
  

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、1,177億57百万円となり、前第３四半期連

結累計期間と比較して242億64百万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３四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、691億31百万円となり、前第３四半

期連結累計期間と比較して926億43百万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３四半期連結累

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312億41百万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３四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、43億93百万円となり、前第３四半期

連結累計期間と比較して９億16百万円減少となりました。これは、投資有価証券、有形及び無形固定資産

の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３四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、747億99百万円となり、前第３四半

期連結累計期間と比較して1,427億５百万円減少となりました。これは、コマーシャル・ペーパーの償還

等によるものであります。 
  

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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当第３四半期の業績につきましては、貸倒関連費用を含む営業費用の圧縮に努めた結果、当初予想より

好調に推移いたしました。しかしながら、国内経済の先行きについては依然予測出来ない状況であり、平

成21年３月期通期業績予想につきましては、不透明な経営環境を勘案し前回発表数値を据え置いておりま

す。今後、計画の進捗状況等を見て修正が必要と判断した場合には速やかに開示いたします。 

なお、個別業績予想につきましても同様です。 
  
  

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。なお、四半期連結貸借対照表において、

役員退職慰労引当金50百万円を計上しておりますが、当該引当金は連結子会社の役員退職慰労引当金で

あります。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 117,757 127,819

受取手形 － 2

割賦売掛金 1,072,761 971,414

信用保証割賦売掛金 1,811,686 1,595,735

繰延税金資産 6,161 9,784

立替金 20,112 24,365

未収入金 86,140 20,094

その他 4,187 5,209

貸倒引当金 △52,015 △49,831

流動資産合計 3,066,789 2,704,595

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,698 4,905

リース資産（純額） 19,850 6,975

土地 15,004 15,004

その他（純額） 486 497

有形固定資産合計 40,040 27,383

無形固定資産   

ソフトウエア 20,694 25,052

その他 165 165

無形固定資産合計 20,860 25,217

投資その他の資産   

投資有価証券 15,974 21,500

固定化営業債権 3,852 4,477

長期前払費用 1,000 1,150

繰延税金資産 6,378 27

差入保証金 4,156 2,349

前払年金費用 4,834 3,976

その他 895 1,107

貸倒引当金 △2,747 △3,179

投資その他の資産合計 34,345 31,410

固定資産合計 95,246 84,011

資産合計 3,162,036 2,788,607
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 42,065 53,148

信用保証買掛金 1,811,686 1,595,735

短期借入金 375,009 176,559

1年内返済予定の長期借入金 85,548 71,080

コマーシャル・ペーパー 128,600 193,500

未払金 3,854 3,831

未払法人税等 3,237 383

預り金 55,633 43,440

賞与引当金 1,226 2,211

ポイント引当金 1,616 1,037

割賦利益繰延 80,902 72,723

その他 5,760 5,116

流動負債合計 2,595,140 2,218,766

固定負債   

社債 35,000 35,000

長期借入金 417,413 430,226

退職給付引当金 17 15

役員退職慰労引当金 50 304

利息返還損失引当金 1,399 344

繰延税金負債 2 385

長期預り保証金 3,253 3,928

負ののれん 10,215 －

その他 230 98

固定負債合計 467,583 470,302

負債合計 3,062,723 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 53,743 49,888

自己株式 △161 △156

株主資本合計 100,189 96,339

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △641 3,352

繰延ヘッジ損益 △251 △168

評価・換算差額等合計 △892 3,184

少数株主持分 15 15

純資産合計 99,312 99,538

負債純資産合計 3,162,036 2,788,607
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業収益  

総合あっせん収益 12,829

個品あっせん収益 31,893

信用保証収益 22,662

融資収益 35,175

その他の営業収益 5,559

金融収益 645

営業収益合計 108,766

営業費用  

販売費及び一般管理費 88,859

金融費用  

借入金利息 9,862

その他の金融費用 2,454

金融費用合計 12,316

営業費用合計 101,176

営業利益 7,590

営業外収益  

負ののれん償却額 1,802

雑収入 95

営業外収益合計 1,898

営業外費用  

利息返還損失引当金繰入額 1,409

雑損失 2

営業外費用合計 1,412

経常利益 8,076

特別利益  

投資有価証券売却益 43

貸倒引当金戻入額 3

特別利益合計 47

特別損失  

固定資産除却損 13

投資有価証券売却損 127

投資有価証券評価損 1,216

特別損失合計 1,357

税金等調整前四半期純利益 6,765

法人税、住民税及び事業税 3,393

法人税等調整額 △482

法人税等合計 2,910

少数株主利益 0

四半期純利益 3,855
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 6,765

減価償却費 11,600

負ののれん償却額 △1,802

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,556

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1

投資有価証券売却損益（△は益） 84

投資有価証券評価損益（△は益） 1,216

有形及び無形固定資産除却損 13

割賦利益繰延の増減額（△は減少） △9,081

受取利息及び受取配当金 △645

支払利息 12,316

売上債権の増減額（△は増加） 172,197

仕入債務の増減額（△は減少） △66,260

その他の資産の増減額（△は増加） △54,450

その他の負債の増減額（△は減少） 11,000

小計 80,401

利息及び配当金の受取額 643

利息の支払額 △11,503

法人税等の支払額 △409

営業活動によるキャッシュ・フロー 69,131

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 △2,123

投資有価証券の取得による支出 △2,525

投資有価証券の売却による収入 187

貸付けによる支出 △9

貸付金の回収による収入 27

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 △4,393

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） △11,550

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △64,900

長期借入れによる収入 59,133

長期借入金の返済による支出 △57,478

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 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △74,799

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） △10,062

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 117,757
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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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

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。 

【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

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。 

【海外売上高（営業収益）】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期に係る連結財務諸表等 

 (1) 前第３四半期連結損益計算書               

（単位：百万円） 

「参考資料」

科  目

前第３四半期 

連結累計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日)

金額

Ⅰ 営業収益

 1. 総合あっせん 12,047

 2. 個品あっせん 26,743

 3. 信用保証 19,330

 4. 融資 40,482

 5. その他 5,789

 6. 金融収益 387

   営業収益合計 104,780

Ⅱ 営業費用

 1. 販売費及び一般管理費 99,793

 2. 金融費用

  (1) 支払利息 7,097

  (2) その他 2,474

   金融費用合計 9,571

   営業費用合計 109,364

   営業損失（△） △4,584

Ⅲ 営業外収益

 1. 雑収入 45

   営業外収益合計 45

Ⅳ 営業外費用

 1. 利息返還損失引当金繰入額 210

 2. 持分法による投資損失 7

 3. 雑損失 3

   営業外費用合計 221

   経常損失（△） △4,760

Ⅴ 特別利益

 1. 投資有価証券等売却益 52

   特別利益合計 52

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 5,814

 3. 固定資産除却損 56

 4. 投資有価証券等売却損 0

 5. 投資有価証券等評価損 0

   特別損失合計 5,876

   税金等調整前四半期純損失（△） △10,584

   法人税、住民税及び事業税 182

   法人税等調整額 △4,330

   少数株主利益 0

   四半期純損失（△） △6,436
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 (2) 前第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円） 

科  目

前第３四半期 

連結累計期間

(自 平成19年４月１日

  至 平成19年12月31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（△） △10,584

  有形・無形固定資産減価償却費 8,423

  貸倒引当金の増減額(△：減少) 9,906

  退職給付引当金の増減額(△：減少) 2

  投資有価証券等売却益 △52

  投資有価証券等売却損 0

  投資有価証券等評価損 0

  有形・無形固定資産売却益 △42

  有形・無形固定資産除却損 56

  割賦利益繰延の増減額(△：減少) 1,327

  受取利息及び受取配当金 △387

  支払利息 9,571

  売上債権の増減額(△：増加) △25,364

  買入債務の増減額(△：減少) 10,992

  その他資産の増減額(△：増加) 72

  その他負債の増減額(△：減少) △18,549

  その他 7

    小計 △14,618

  利息及び配当金の受取額 387

  利息の支払額 △8,951

  法人税等の支払額 △329

  営業活動によるキャッシュ・フロー △23,512

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 △4,390

  有形・無形固定資産売却による収入 704

  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 131

  貸付金による支出 △30

  貸付金の回収による収入 108

  投資活動によるキャッシュ・フロー △3,476

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) 58,550

  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) △8,500

  長期借入れによる収入 81,190

  長期借入金の返済による支出 △52,594

  社債の償還による支出 △10,000

  自己株式の取得による支出 △6

  自己株式の売却による収入 1

  配当金の支払額 △734

  財務活動によるキャッシュ・フロー 67,905

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) 40,916

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 93,493
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 (3) セグメント情報 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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

前第３四半期累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

(百万円)

当第３四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日)

(百万円)

総合あっせん 533,678 551,391

個品あっせん 237,341 235,086

信用保証 418,298 405,522

融資 192,774 163,156

その他 434,222 470,634

合計 1,816,316 1,825,791

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３四半期 101,073  ― 7,152 ― 5,842 ― 2,772 ―

20年３月期第３四半期 103,921 △8.0 △4,837 ― △5,006 ― △6,585 ―

 

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３四半期 15 83 ― ―
20年３月期第３四半期 △44 82 ― ―

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３四半期 2,979,563 96,641 3.2 551 91

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３四半期 96,641百万円 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３四半期会計期間末

(平成20年12月31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 104,264 125,913 △21,648 △17.2

 2. 受取手形 ― 2 △2 △100.0

 3. 割賦売掛金 936,147 969,068 △32,920 △3.4

 4. 信用保証割賦売掛金 1,662,954 1,603,509 59,444 3.7

 5. 前払費用 377 372 5 1.4

 6. 繰延税金資産 6,115 9,735 △3,619 △37.2

 7. 未収収益 58 14 44 302.8

 8. 関係会社短期貸付金 3,500 3,185 315 9.9

  9. 立替金 20,107 24,363 △4,256 △17.5

 10. 未収入金 68,154 20,130 48,023 238.6

 11. その他 2,585 4,285 △1,699 △39.7

   貸倒引当金 △43,598 △48,449 4,850 △10.0

   流動資産合計 2,760,668 2,712,132 48,536 1.8

Ⅱ 固定資産

 1. 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 

    （純額）
4,598 4,823 △225 △4.7

  (2) 工具、器具及び備品 

    （純額）
338 328 9 3.0

  (3) 土地 14,847 14,847 ― ―

   有形固定資産合計 19,783 19,999 △215 △1.1

 2. 無形固定資産

  (1) 施設利用権 156 155 0 0.5

  (2) ソフトウエア 20,551 24,879 △4,327 △17.4

   無形固定資産合計 20,707 25,034 △4,327 △17.3

 3. 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 15,971 21,498 △5,526 △25.7

  (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
159 178 △18 △10.5

  (4) 関係会社長期貸付金 144,360 4,245 140,115 ―

  (5) 固定化営業債権 3,852 4,477 △625 △14.0

  (6) 長期前払費用 1,000 1,148 △148 △12.9

  (7) 繰延税金資産 6,356 ― 6,356 ―

  (8) 差入保証金 2,249 2,196 53 2.4

  (9) 前払年金費用 4,834 3,976 857 21.6

  (10) その他 583 881 △298 △33.9

    貸倒引当金 △2,747 △3,179 432 △13.6

   投資その他の資産合計 178,404 37,186 141,217 379.8

   固定資産合計 218,895 82,220 136,675 166.2

   資産合計 2,979,563 2,794,352 185,211 6.6
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（単位：百万円） 

科  目

当第３四半期会計期間末

(平成20年12月31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 16,556 23,410 △6,853 △29.3

 2. 買掛金 24,608 28,841 △4,233 △14.7

 3. 信用保証買掛金 1,662,954 1,603,509 59,444 3.7

 4. 短期借入金 375,009 176,559 198,450 112.4

 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
85,548 71,080 14,468 20.4

 7. コマーシャル・ペーパー 128,600 193,500 △64,900 △33.5

 8. 未払金 3,826 4,194 △367 △8.8

  9. 未払法人税等 2,123 325 1,797 551.8

 10. 未払費用 2,277 1,424 853 59.9

 11. 預り金 46,395 43,354 3,041 7.0

 12. 前受収益 904 1,026 △121 △11.9

 13. 賞与引当金 1,085 2,031 △946 △46.6

 14. ポイント引当金 1,616 1,037 579 55.9

 15. 割賦利益繰延 72,052 72,957 △905 △1.2

 16. その他 1,516 2,169 △652 △30.1

   流動負債合計 2,425,625 2,226,171 199,453 9.0

Ⅱ 固定負債

 1. 社債 35,000 35,000 ― ―

 2. 長期借入金 417,413 430,226 △12,813 △3.0

 3. 役員退職慰労引当金 ― 250 △250 △100.0

 4. 利息返還損失引当金 1,399 344 1,055 306.8

 5. 繰延税金負債 ― 382 △382 △100.0

 6. 長期預り保証金 3,253 3,928 △674 △17.2

 7. その他 230 98 132 134.1

   固定負債合計 457,297 470,230 △12,933 △2.8

   負債合計 2,882,922 2,696,401 186,520 6.9

＜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 △4,713 △7,485 2,771 △37.0

   利益剰余金合計 51,088 48,316 2,771 5.7

 4. 自己株式 △161 △156 △4 2.9

   株主資本合計 97,534 94,766 2,767 2.9

Ⅱ 評価・換算差額等

 1. その他有価証券評価 

   差額金
△640 3,352 △3,993 ―

 2. 繰延ヘッジ損益 △251 △168 △83 49.6

   評価・換算差額等合計 △892 3,184 △4,076 ―

   純資産合計 96,641 97,951 △1,309 △1.3

   負債純資産合計 2,979,563 2,794,352 185,211 6.6
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② 損益計算書 

（単位：百万円） 

科  目

前第３四半期累計期間

(自 平成19年４月１日

 至 平成19年12月31日)

当第３四半期累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年12月31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 12,064 12,842 777 6.4

 2. 個品あっせん収益 26,743 22,045 △4,697 △17.6

 3. 信用保証収益 19,410 22,756 3,346 17.2

 4. 融資収益 40,482 35,175 △5,306 △13.1

 5. その他の営業収益 4,722 4,654 △68 △1.4

 6. 金融収益

  (1) 受取利息 207 2,592 2,385 ―

  (2) 受取配当金 290 986 696 239.5

  (3) その他の金融収益 0 18 18 ―

   金融収益合計 498 3,597 3,099 622.1

   営業収益合計 103,921 101,073 △2,848 △2.7

Ⅱ 営業費用

 1. 販売費及び一般管理費 99,181 81,606 △17,574 △17.7

 2. 金融費用

  (1) 借入金利息 7,102 9,848 2,745 38.7

  (2) その他の金融費用 2,474 2,465 △9 △0.4

   金融費用合計 9,577 12,313 2,736 28.6

   営業費用合計 108,759 93,920 △14,838 △13.6
   営業利益又は 

   営業損失（△）
△4,837 7,152 11,989 ―

Ⅲ 営業外収益

 1. 雑収入 44 101 57 130.3

   営業外収益合計 44 101 57 130.3

Ⅳ 営業外費用

 1. 利息返還損失引当金 

   繰入額
210 1,409 1,199 570.0

 2. 雑損失 3 2 △0 △23.7

   営業外費用合計 213 1,412 1,198 560.3
   経常利益又は 

   経常損失（△）
△5,006 5,842 10,849 ―

Ⅴ 特別利益

 1. 投資有価証券売却益 52 43 △8 △16.7

 2. 貸倒引当金戻入額 ― 3 3 ―

   特別利益合計 52 47 △5 △10.0

Ⅵ 特別損失

 1. 割増退職金 5,814 ― △5,814 △100.0

 2. 固定資産除却損 56 12 △43 △77.1

 3. 投資有価証券売却損 0 127 127 ―

 4. 投資有価証券評価損 0 1,216 1,216 ―

   特別損失合計 5,872 1,357 △4,514 △76.9
   税引前四半期純利益 

   又は税引前四半期 

   純損失（△）
△10,826 4,531 15,358 ―

   法人税、住民税及び 

   事業税
82 2,252 2,169 ―

   法人税等調整額 △4,323 △492 3,831 △88.6

   法人税等合計 △4,241 1,759 6,000 ―
   四半期純利益又は 

   四半期純損失(△）
△6,585 2,772 9,357 ―
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