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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 249,819 ― 30,845 ― 32,404 ― 20,809 ―

20年3月期第3四半期 288,762 △10.1 79,445 △1.4 80,774 △3.0 37,745 ―

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 132.38 132.37
20年3月期第3四半期 240.12 240.11

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 1,671,897 464,640 27.3 2,901.57
20年3月期 1,861,505 472,144 24.9 2,950.01

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  456,110百万円 20年3月期  463,725百万円

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 ― 50.00 ― 50.00 100.00
21年3月期 ― 50.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 50.00 100.00

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 327,500 △13.7 52,600 △35.6 54,900 △34.0 47,200 33.3 300.27

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  

(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、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。  

(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、その他の特記事項 
１．業績予想（平成20年11月６日公表）は修正しておりません。 上記の予想は、本資料の発表日現在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、今後様々な要因によって予想数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 1 社 （社名 ジェイ・エル・エイ株式会社 ）

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3四半期  159,628,280株 20年3月期  159,628,280株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  2,433,874株 20年3月期  2,433,798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  157,194,464株 20年3月期第3四半期  157,194,493株

-１-
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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 

（１）連結経営成績 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国の金融危機を契機とした世界金融危機、世界経済の減速、

それらを背景とした急激な円高、大幅な株安の影響等から輸出の減少や企業収益の悪化がみられ、さらに雇用情勢

の悪化、個人消費の低迷なども加わり急速な景気後退に直面しております。加えて、ローン事業における利息返還

請求が依然として高止まり状態であり、当社グループを取り巻く経営環境は､引き続き厳しい状況が続いております。 

このような環境の中、当社グループは「新貸金業法への的確な対応、コスト構造改革による価格競争力の強化、

安心・信頼のブランド醸成の実現により、長期安定成長に向けた経営基盤を確立する」という中期経営方針に基づ

き、国内・海外において積極的な事業活動を推進しております。 

当第３四半期連結累計期間においては、当社グループ経営効率化の一層の推進と次期成長戦略の実現に向けた施

策の推進を軸とした経営改革に取り組んでまいりました。また、当社を株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グル

ープ（以下「ＭＵＦＧ」という。）のグループ内における消費者金融事業の中核企業とし、平成 16 年３月に締結し

たリテール分野における戦略的業務・資本提携を一層強化することについて、ＭＵＦＧ及び株式会社三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行と平成20年９月に合意いたしました。この合意に基づき、ＭＵＦＧは当社の株式に対する公開買付をおこな

い、間接所有分を含めた議決権比率が40.03％となり、当社は平成20年12月にＭＵＦＧの連結子会社となりました。

それに伴い、銀行の他業禁止規制の観点から、当社の100％子会社であるジェイ・エル・エイ株式会社（不動産関連

事業及び店舗設計・施工業、ビル総合メンテナンス業）及びアコムレンタル株式会社（レンタル事業）の２社の株

式について、各85.1％を平成20年12月に譲渡し、当社の連結対象外といたしました。 

今後は、ＭＵＦＧグループ内の信用保証事業の再編、株式会社ＤＣキャッシュワンのローン事業、信用保証事業

の再編、コールセンター運営受託会社の統合などを中心としたＭＵＦＧグループとの業務提携を進めてまいります。 

当第３四半期連結累計期間における営業収益は2,498億１千９百万円、営業費用は2,189億７千３百万円となり、

営業利益308億４千５百万円、経常利益324億４百万円、四半期純利益208億９百万円となりました。 

 

（２）事業別の状況 

（ローン事業） 

当社のローン事業においては、「お客さま第一義の実践」、「顧客サービス力の強化」、「効率化の推進」を営業の基

本方針に、新規集客の拡大、債権内容健全化の維持・向上に取り組んでおります。当第３四半期累計期間における

新客数は138千件（前年同期比5.4％増）となりました。 

また、株式会社ＤＣキャッシュワンでは、「経営基盤・収益基盤の強化」、「経営効率化」を基本方針に、マーケテ

ィングとサービス力の強化に取り組んでおります。 

当第３四半期連結会計期間末における営業貸付金は、期中で1,276億５千８百万円減少し､１兆3,532億５千８百

万円（前期末比8.6％減）となり、営業貸付金利息は2,071億２千４百万円となりました。 

 

（信用保証事業） 

信用保証事業においては、既存提携先であるスルガ銀行株式会社が販売する新型事業性ローン「イービジネスダ

イレクトカード・ローン」の保証業務を昨年７月より開始したほか、新たに株式会社山形銀行（昨年９月）、株式会

社じぶん銀行（昨年12月）と提携をおこない、同行が販売する新型カードローンの保証業務を開始いたしました。 

その結果、当第３四半期連結会計期間末における提携先は１６行となり、保証債務残高は期中で207億２百万円増

加し、1,413億４千１百万円となり、信用保証収益は56億５千５百万円、信用保証業務受託料などを含めた信用保

証事業部門の収益は86億１百万円となりました。 

 

（債権管理回収事業） 

アイ・アール債権回収株式会社では、「収益力の強化」、「営業資産の健全性維持・向上」の方針の下、小口債権の

管理回収体制の拡充、営業資産ポートフォリオ管理の強化に取り組んでおります。 

当第３四半期連結累計期間における買取債権回収高は、117億７千８百万円、受託手数料収入などを含めた債権管

理回収事業部門の収益は123億１千２百万円となりました。 
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（総合あっせん事業、個品あっせん事業） 

当社のクレジットカードを中心とする総合あっせん事業においては、債権内容の健全性維持・向上のため、ロー

ン顧客へのクレジットカード発行の運用厳格化をおこなった一方、提携クレジットカードについては、提携解消に

伴い当社専用のクレジットカードへの切り替えを進めております。その結果、当第３四半期連結会計期間末におけ

るクレジットカード会員数は期中で230千件減少し636千件となり、総合あっせんの取扱高は連結ベースで131億

５千４百万円となりました。 

また、アフレッシュクレジット株式会社における個品あっせん事業においては、営業基盤の拡充、加盟店管理の

強化を重点取組課題として取り組んでおります。同社の取扱高は 190 億７百万円、割賦売掛金残高は 330 億８千万

円となりました。 

以上の結果、総合あっせん、個品あっせんを合計した割賦売掛金残高は、期中で99億５千１百万円減少し709億

７千万円となり、総合あっせん収益は33億１千７百万円、個品あっせん収益は31億２千２百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）財政状態 
当第３四半期連結会計期間末における財政状態は、前連結会計年度末に比べ総資産は1,896 億８百万円減少、自

己資本は76 億１千４百万円減少となり、自己資本比率は2.4 ポイント増加し27.3％となりました。資産、負債、

純資産の増減状況は次のとおりであります。 

 

（資産の部） 
資産の部については、流動資産が1,604 億３千１百万円の減少、固定資産が291 億７千７百万円の減少となり

ました。流動資産の主な増減内容は、営業貸付金（1,276億５千８百万円減）、有価証券（160億４千４百万円減）、

短期貸付金（154億８千６百万円減）、割賦売掛金（99億５千１百万円減）、繰延税金資産（99億４千６百万円減）、

社債償還充当金の払い出しなどによるその他の流動資産（85億６千９百万円減）、貸倒引当金（173億９千６百万

円減）などであります。固定資産の主な減少内容は、投資有価証券（139 億５千４百万円減）、連結の範囲の変更

などによる土地の減少（104億１千８百万円減）などであります。 

 
（負債の部） 

負債の部については、流動負債が608億５千６百万円の減少、固定負債が1,212億４千８百万円の減少となり、

負債合計では1,821億４百万円の減少となりました。主な減少内容は、借入金・社債（917億４百万円減）、利息

返還損失引当金（732億円減）、銀行業預金（85億８千万円減）などであります。 

 

（純資産の部） 
純資産の部については、評価・換算差額等が123億６千９百万円減少、利益剰余金が47億５千４百万円増加な

どにより、株主資本が47 億５千４百万円増加となりました。その結果、純資産合計は75 億３百万円の減少とな

りました。 

 
（２）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期中で82億８千９百万

円減少し、1,439億３千２百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金は 574 億６千６百万円の増加となりました。 これは主に、税金等調整前四半期純利益が

279億９千５百万円、貸倒引当金の減少が163億６百万円、利息返還損失引当金の減少が732億円となり、営業貸

付金の減少による資金の増加（1,115億７千２百万円）などによるものです。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動による資金は 172 億５千万円の増加となりました。これは主に、有価証券の償還および投資有価証券

の売却による収入が有価証券および投資有価証券の取得による支出を 105 億３千１百万円上回ったことと、連結

の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入（71億４千１百万円）などによるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動による資金は 821 億９千２百万円の減少となりました。これは主に、借入金の返済、社債の償還など

による支出が借入れ、社債の発行などによる収入を 763 億７百万円上回ったことと、社債償還充当金の払出しに

よる収入（100億円）、配当金の支払い（156億７千７百万円）などによるものです。 

 
３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績予想については、利息返還請求の動向､株式市況の変動などの不確実なリスク要因が引き続き存在す

るものの、貸倒引当金繰入額や一般管理費などの下ブレ要因も一定水準で見込まれるため、連結業績予想の変更はご

ざいません。 
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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）

　前連結会計年度まで連結子会社でありましたジェイ・エル・エイ㈱については、平成20年12月25日付

で保有株式を売却し、議決権割合が14.9％となったため、連結子会社から除外しております。

　なお、みなし売却日が当第３四半期連結会計期間末のため、当第３四半期累計期間の損益計算書につ

いては連結しております。

(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

　　　    重要な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

　・会計処理基準に関する事項の変更

　＜四半期財務諸表に関する会計基準＞

　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の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平

成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて四半期連結財務諸表を

作成しております。

　＜棚卸資産の評価に関する会計基準＞

　通常の販売目的で保有するたな卸資産について、従来、絵画は個別法による原価法、その他の商品は

主として最終仕入原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、絵画は個別法によ

る原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、その他の商品は主として最終

仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　なお、同会計基準の適用にあたっては、期首在庫の評価から適用したとみなし、期首在庫に含まれる

変更差額 6百万円を特別損失に計上する方法によっております。

　これにより、当第３四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益は 6百万円少なく計上されてお

ります。

　＜リース取引に関する会計基準＞

　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」（企業会計基準委員会　平成５年６月17日　

最終改正平成19年３月30日　企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（

企業会計基準委員会　平成６年１月18日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16号）

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

に係る会計処理によっております。ただし、リース取引開始日が会計基準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、通常の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。

　これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、そ

れぞれ 0百万円少なく計上されております。

　＜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＞

　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。

　これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響

はありません。
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　＜在外子会社等の収益及び費用の本邦通貨への換算基準の変更＞

　従来、在外子会社等の収益及び費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりましたが、

一時的な為替変動による期間損益への影響を平均化し、四半期毎の損益をより適切に連結財務諸表へ反

映させるため、第１四半期連結会計期間より期中平均相場により円貨に換算しております。

　これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益は76百万円、経常利益は64百万円、税金等調整前

四半期純利益は64百万円それぞれ多く計上されております。

　・追加情報

　＜役員退職慰労引当金＞

　当社は、平成20年３月18日開催の取締役会において役員退職慰労金制度の廃止を決議するとともに、

平成20年６月20日開催の定時株主総会において、本総会終結時に在任する役員に対して、これまでの在

任期間に応じた退職慰労引当金を各役員の退任時に支給することが承認可決されました。

　これにより、当社の「役員退職慰労引当金」 631百万円を全額取り崩し、固定負債の「その他」に含

めて表示しております。
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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 93,253 85,916

受取手形及び売掛金 － 381

営業貸付金 1,353,258 1,480,917

銀行業貸出金 22,840 20,078

割賦売掛金 70,970 80,922

有価証券 23,000 39,044

親会社株式 6,696 －

営業投資有価証券 3,992 3,641

商品有価証券 2,006 1,103

商品 1,047 1,274

買取債権 23,028 30,638

繰延税金資産 35,109 45,056

短期貸付金 29,978 45,465

その他 26,062 34,632

貸倒引当金 △100,535 △117,932

流動資産合計 1,590,709 1,751,141

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,493 15,272

器具備品（純額） 12,762 14,072

土地 6,551 16,970

その他（純額） 520 27

有形固定資産合計 32,328 46,342

無形固定資産   

のれん 2,923 3,439

その他 726 953

無形固定資産合計 3,650 4,393

投資その他の資産   

投資有価証券 25,910 39,864

繰延税金資産 597 1,340

差入保証金 9,737 9,492

前払年金費用 4,604 3,849

その他 5,947 7,032

貸倒引当金 △1,588 △1,950

投資その他の資産合計 45,208 59,628

固定資産合計 81,187 110,364

資産合計 1,671,897 1,861,505
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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 1,055 1,908

短期借入金 55,516 55,669

1年内返済予定の長期借入金 134,959 192,368

1年内償還予定の社債 49,090 40,000

銀行業預金 32,211 40,792

未払法人税等 220 1,099

債務保証損失引当金 2,225 2,192

割賦利益繰延 4,516 5,344

その他 15,388 16,664

流動負債合計 295,183 356,040

固定負債   

社債 204,862 243,956

長期借入金 396,342 400,481

繰延税金負債 5,874 10,509

退職給付引当金 118 197

役員退職慰労引当金 72 771

利息返還損失引当金 301,600 374,800

その他 3,201 2,603

固定負債合計 912,072 1,033,321

負債合計 1,207,256 1,389,361

純資産の部   

株主資本   

資本金 63,832 63,832

資本剰余金 76,010 76,010

利益剰余金 342,208 337,454

自己株式 △18,507 △18,507

株主資本合計 463,544 458,789

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,618 4,500

為替換算調整勘定 △1,815 435

評価・換算差額等合計 △7,433 4,935

少数株主持分 8,530 8,419

純資産合計 464,640 472,144

負債純資産合計 1,671,897 1,861,505
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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  

営業貸付金利息 207,124

銀行業貸出金利息 1,784

総合あっせん収益 3,317

個品あっせん収益 3,122

信用保証収益 5,655

買取債権回収高 11,778

その他の金融収益 1,472

売上高 5,737

その他の営業収益 9,826

営業収益合計 249,819

営業費用  

金融費用 16,825

債権買取原価 8,085

売上原価 3,204

その他の営業費用 190,858

営業費用合計 218,973

営業利益 30,845

営業外収益  

受取利息 278

受取配当金 862

その他 533

営業外収益合計 1,674

営業外費用  

支払利息 9

為替差損 56

出資金運用損 23

その他 27

営業外費用合計 116

経常利益 32,404

特別利益  

固定資産売却益 1

投資有価証券売却益 698

関係会社株式売却益 1,714

その他 16

特別利益合計 2,431

特別損失  

固定資産売却損 2

固定資産除却損 314

減損損失 198

投資有価証券売却損 49

関係会社株式売却損 5,799

投資有価証券評価損 223

その他 251

特別損失合計 6,840

税金等調整前四半期純利益 27,995

法人税、住民税及び事業税 633

法人税等調整額 5,675

法人税等合計 6,308

少数株主利益 877

四半期純利益 20,809
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業収益  

営業貸付金利息 66,918

銀行業貸出金利息 679

総合あっせん収益 1,066

個品あっせん収益 960

信用保証収益 1,992

買取債権回収高 3,780

その他の金融収益 747

売上高 2,080

その他の営業収益 3,092

営業収益合計 81,318

営業費用  

金融費用 6,030

債権買取原価 2,563

売上原価 1,213

その他の営業費用 71,735

営業費用合計 81,543

営業損失（△） △224

営業外収益  

受取利息 104

受取配当金 298

その他 177

営業外収益合計 580

営業外費用  

支払利息 2

為替差損 17

その他 10

営業外費用合計 29

経常利益 326

特別利益  

固定資産売却益 0

投資有価証券売却益 57

関係会社株式売却益 1,714

特別利益合計 1,773

特別損失  

固定資産売却損 1

固定資産除却損 74

減損損失 106

投資有価証券売却損 49

関係会社株式売却損 5,799

投資有価証券評価損 205

その他 25

特別損失合計 6,261

税金等調整前四半期純損失（△） △4,161

法人税、住民税及び事業税 △32

法人税等調整額 803

法人税等合計 771

少数株主利益 158

四半期純損失（△） △5,091
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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 27,995

減価償却費 2,255

減損損失 198

のれん償却額 515

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16,306

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 33

退職給付引当金の増減額（△は減少） △55

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △44

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △73,200

受取利息及び受取配当金 △1,141

支払利息 9

社債発行費償却 81

為替差損益（△は益） △473

有形固定資産売却損益（△は益） 1

有形固定資産除却損 314

投資有価証券売却損益（△は益） △649

関係会社株式売却損益（△は益） 4,084

投資有価証券評価損益（△は益） 223

売上債権の増減額（△は増加） △4

営業貸付金の増減額（△は増加） 111,572

銀行業貸出金の増減額（△は増加） △4,837

割賦売掛金の増減額（△は増加） 8,140

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △350

商品有価証券の増減額（△は増加） △1,058

たな卸資産の増減額（△は増加） 162

買取債権の増減額（△は増加） 7,610

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,259

前払年金費用の増減額（△は増加） △842

仕入債務の増減額（△は減少） △339

銀行業預金の増減額（△は減少） △5,138

割賦利益繰延の増減額（△は減少） △563

その他の流動負債の増減額（△は減少） △889

その他の営業活動による増減額（△は減少） 2,842

小計 57,889

利息及び配当金の受取額 1,118

利息の支払額 △9

法人税等の還付額 116

法人税等の支払額 △1,615

過年度法人税等の支払額 △33

営業活動によるキャッシュ・フロー 57,466
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（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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △600

定期預金の払戻による収入 1,000

有価証券の取得による支出 △400

有価証券の償還による収入 13,327

有形固定資産の取得による支出 △876

有形固定資産の売却による収入 8

投資有価証券の取得による支出 △3,785

投資有価証券の売却による収入 1,388

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

7,141

その他の投資の増加による支出 △305

その他の投資の減少による収入 349

その他の投資活動による増減額（△は減少） 1

投資活動によるキャッシュ・フロー 17,250

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 168,209

短期借入金の返済による支出 △164,621

社債の発行による収入 14,918

社債の償還による支出 △40,000

社債償還充当金の払出しによる収入 10,000

長期借入れによる収入 94,089

長期借入金の返済による支出 △148,902

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △15,677

その他 △207

財務活動によるキャッシュ・フロー △82,192

現金及び現金同等物に係る換算差額 △814

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,289

現金及び現金同等物の期首残高 152,221

現金及び現金同等物の四半期末残高 143,932
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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の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第

64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて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

(A) 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「金融サービス事業」の割合が、いず

れも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

(B) 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）

　「本邦」の営業収益の金額は、全セグメントの営業収益の合計額に占める割合が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

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）

　海外売上高は、連結売上高に占める割合が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。

(7) その他注記事項

 （四半期連結貸借対照表関係）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

※２．担保資産 ※２．担保資産

(1) 担保に供している資産 (1) 担保に供している資産

(2) 対応する債務 (2) 対応する債務

なお、（　）の金額は内数であり、債権譲渡予約 なお、（　）の金額は内数であり、債権譲渡予約
を結んでいる金額であります。 を結んでいる金額であります。

47,997百万円 

41,575百万円 
営業貸付金

47,618百万円 

(6,660百万円)

長期借入金

合 計

前 連 結 会 計 年 度 末

67,993百万円 

96,964百万円 

41,562百万円 
(930百万円)

(5,727百万円)
29,969百万円 1年内返済予定の

長期借入金

合 計
96,951百万円 
(6,657百万円)

営業貸付金

1年内返済予定の
長期借入金

（平成20年12月31日） （平成20年３月31日）

当第３四半期連結会計期間末

(1,298百万円)

28,958百万円 11,593百万円 
長期借入金

(1,301百万円)

(240百万円)

(1,058百万円)
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アコム㈱ (8572) 平成21年３月期 第３四半期決算短信

※３．現金及び預金には、連結子会社のインドネシア中※３．現金及び預金には、連結子会社のインドネシア

　　中央銀行の規則に基づく準備金 2,294百万円が含 　　中央銀行の規則に基づく準備金 3,523百万円が含

　　まれております。 　　まれております。

※４．偶発債務 ※４．偶発債務
(1) 信用保証業務の保証債務残高 (1) 信用保証業務の保証債務残高

(2) 銀行業による保証債務残高 (2) 銀行業による保証債務残高

※５．営業貸付金の不良債権の状況 ※５．営業貸付金の不良債権の状況

（単位：百万円） （単位：百万円）

　未収利息不計上貸付金 　未収利息不計上貸付金

のうち、破産更生債権等 のうち、破産更生債権等

その他これらに準ずる貸 その他これらに準ずる貸

付金 付金

　その他の未収利息不計 　その他の未収利息不計

上貸付金 上貸付金

※ただし、債務者の経営 ※ただし、債務者の経営

　再建又は支援を図るこ 　再建又は支援を図るこ

　とを目的として利息の 　とを目的として利息の

　支払を猶予したものを 　支払を猶予したものを

　除く 　除く

　上記以外のその他の３ 　上記以外のその他の３

ヵ月以上延滞貸付金 ヵ月以上延滞貸付金

　上記以外の当該貸付金 　上記以外の当該貸付金

の回収を促進することな の回収を促進することな

どを目的に、金利の減免 どを目的に、金利の減免

等債務者に有利となる取 等債務者に有利となる取

決めを行った貸付金 決めを行った貸付金

（　 ）内の金額は、未収利息不計上の基準を法人 （　 ）内の金額は、未収利息不計上の基準を法人

 税基本通達に規定する方法と同一の基準とした場  税基本通達に規定する方法と同一の基準とした場

 合の貸付金の金額であります。  合の貸付金の金額であります。

118,446百万円 

（平成20年３月31日）

(20,271)

(4,685)

76,058 

分 類 基 準

３ヵ月以上 (22,042)

区　分

136,396 

(105,439)

緩和債権 42,567 緩和債権 45,652 

貸出条件

破綻先債権

３ヵ月以上

破綻先債権

当第３四半期連結会計期間末

4,685 

延滞債権

区　分

延滞債権

(57,724)

差 引

保証債務 120,639百万円 

(5,806)

5,806 

金　額 分 類 基 準

(19,866)

126,901 

保証債務
債務保証損失引当金 債務保証損失引当金 2,192百万円 

（平成20年12月31日）

前 連 結 会 計 年 度 末

2,225百万円 

(55,974)

3,426 

141,341百万円 

81,511 

延滞債権

合　計

279百万円 

差 引 139,115百万円 

合　計
(98,303)

496百万円 

延滞債権 3,590 

(17,371)

貸出条件

金　額
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 （四半期連結損益計算書関係）

※１．その他の金融収益のうち主なもの ※１．その他の金融収益のうち主なもの

預金利息 預金利息

有価証券利息 有価証券利息

貸付金利息 貸付金利息

為替差益 為替差益

※２．金融費用のうち主なもの ※２．金融費用のうち主なもの

支払利息 支払利息

社債利息 社債利息

社債発行費償却 銀行業預金支払利息

銀行業預金支払利息 デリバティブ評価損

デリバティブ評価損

※３．その他の営業費用のうち主な費目及び金額 ※３．その他の営業費用のうち主な費目及び金額

広告宣伝費 広告宣伝費

貸倒引当金繰入額 貸倒引当金繰入額

債務保証損失引当金繰入額 債務保証損失引当金繰入額

利息返還損失引当金繰入額 利息返還損失引当金繰入額

従業員給与手当賞与 従業員給与手当賞与

退職給付費用 退職給付費用

役員退職慰労引当金繰入額 役員退職慰労引当金繰入額

賃借料 賃借料

減価償却費 減価償却費

支払手数料 支払手数料

のれん償却額 のれん償却額

　４．金融収益及び金融費用の四半期連結損益計算書 　４．金融収益及び金融費用の四半期連結損益計算書

　　上の表示区分の基準は次のとおりであります。 　　上の表示区分の基準は次のとおりであります。

(1) 営業収益として表示した金融収益 (1) 営業収益として表示した金融収益

当社及び金融サービス事業子会社について、 当社及び金融サービス事業子会社について、

投資有価証券受取配当金及び利息等を除くす 投資有価証券受取配当金及び利息等を除くす

べての金融収益 べての金融収益

(2) 営業費用として表示した金融費用 (2) 営業費用として表示した金融費用

当社及び金融サービス事業子会社について、 当社及び金融サービス事業子会社について、

明らかに営業収益に対応しない支払利息等を 明らかに営業収益に対応しない支払利息等を

除くすべての金融費用 除くすべての金融費用

3,306百万円 

当第３四半期連結累計期間

8,549百万円 

26,846百万円 

515百万円 

22,863百万円 

1,399百万円 

510百万円 

6,652百万円 

171百万円 

）（

134百万円 

703百万円 

703百万円 

556百万円 

9,906百万円 

1,704百万円 

20,291百万円 

4,213百万円 

81百万円 

36,963百万円 

1,539百万円 

210百万円 

35百万円 

60,861百万円 

8,442百万円 

2,062百万円 

640百万円 

至　平成20年12月31日

当第３四半期連結会計期間

（

458百万円 

9,243百万円 

2,789百万円 

6百万円 

684百万円 

490百万円 

17,372百万円 

自　平成20年４月１日
）至　平成20年12月31日

2,706百万円 

37百万円 

77百万円 

58百万円 

自 平成20年10月１日

525百万円 

190百万円 
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 （四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連

　　結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関

　　係

（平成20年12月31日現在）

現金及び預金勘定

有価証券勘定

短期貸付金勘定

銀行業における準備金

 （株主資本等関係）

(A) 発行済株式に関する事項

普通株式 159,628,280株

(B) 自己株式に関する事項

普通株式 2,433,874株

(C) 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

(D) 配当に関する事項

(a) 配当金支払額

(b) 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間

　　末後となるもの

　該当事項はありません。

効力発生日

平成20年11月６日
取締役会

7,859 普通株式

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第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）

決議
１株当たり

配当額（円）
基準日

平成20年6月23日

平成20年12月4日

平成20年６月20日
定時株主総会

50.00 普通株式 7,859 

至　平成20年12月31日

143,932百万円 

預入期間３ヵ月超の
定期預金

△ 5百万円 

当第３四半期連結累計期間

△ 2,294百万円 

93,253百万円 

）

29,978百万円 

（

配当金の総額
（百万円）

株式の種類

現金及び現金同等物

50.00 平成20年9月30日

23,000百万円 

自　平成20年４月１日

平成20年3月31日
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 （有価証券関係）

　　その他有価証券で時価のあるものが、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度

　　の末日に比べ著しい変動が認められます。

（単位：百万円）

株式

債券

国債・地方債等

社債

その他

その他

（注）　当第３四半期連結会計期間末において、その他有価証券で時価のあるものについて 207百万円減損

　　　処理を行っております。

　　　　なお、当該有価証券の減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、時価

　　　が取得原価に比べ30％以上50％未満下落したもので、過去１年間に一度も時価の下落率が30％未満に

　　　回復しなかった場合、時価が取得原価に比べ30％以上50％未満下落したもので、財政状態及び経営成

　　　績並びに株価の動向等を考慮し取得原価まで回復する見込みがあると認められない場合に減損処理を

　　　行っております。

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）

－ 

(c)

(b)

区　　　　分

－ 

50 

914 

(a) 23,560 

合　　　　計

取得原価
四半期連結貸借
対照表計上額

27,235 

差　額

3,011 

31,212 

694 

51 

△220 

－ 

△3,911 

△3,674 

27,300 

2,993 

1 

△17 
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 （１株当たり情報）

(A) １株当たり純資産額

 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額

(注) １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

純資産の部の合計額

(B) １株当たり四半期純利益金額等

 １株当たり四半期純利益 １株当たり四半期純損失（△）

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益

(注) １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の
　 　算定上の基礎は、以下のとおりであります。

四半期純利益又は四半期純損失（△） △

△

△

( △ ) ( )

20,809百万円

１株当たり純資産額の算定に用いられた
四半期連結会計期間末（連結会計年度
末）の普通株式の数

至　平成20年12月31日

132.38円

（うち子会社の発行する潜在株式に
係る持分比率の変動）

1百万円

132.37円

157,194,482株

（平成20年12月31日）

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

四半期純利益調整額

普通株主に帰属しない金額

普通株式に係る四半期純利益
又は四半期純損失（△）

普通株式の期中平均株式数

）

2,901.57円

普通株式に係る四半期連結会計期間末
（連結会計年度末）の純資産額

（うち少数株主持分）

当第３四半期連結会計期間末

（

純資産の部の合計額から控除する金額 8,530百万円

(8,530百万円)

当第３四半期連結会計期間

(平成20年12月31日)

464,640百万円

１株当たり四半期純利益
又は１株当たり四半期純損失

(

普通株式増加数

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり四半期純利益の算定に含
めなかった潜在株式で、前連結会計年度
末から重要な変動があったものの概要

(8,419百万円)

463,725百万円

－百万円

当第３四半期連結会計期間末

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

自 平成20年４月１日
)

（

472,144百万円

自 平成20年10月１日

－株

157,194,464株

1百万円

2,950.01円

8,419百万円

前連結会計年度末

－株

－百万円

157,194,438株

157,194,406株

5,091百万円

－百万円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につい
ては、１株当たり四半期純損失であるため記載
しておりません。

△　32.39円

20,809百万円

当第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結会計期間

至 平成20年12月31日

－百万円

(
自 平成20年10月１日

)至 平成20年12月31日

5,091百万円

────前連結会計年度末に希薄化効
果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり当期純利益
の算定に含めなかった潜在株
式のうち、提出会社の自己株
式取得方式によるストックオ
プション297,600株は、平成
20年６月30日に権利行使期間
が終了したため、潜在株式に
該当しなくなりました。

456,110百万円

）

(平成20年３月31日)

（平成20年３月31日）

前 連 結 会 計 年 度 末
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【参考】

前四半期にかかる財務諸表

(1) （要約）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

（単位：百万円）

営業収益

営業貸付金利息

総合あっせん収益

個品あっせん収益

信用保証収益

買取債権回収高

その他の金融収益

売上高

その他の営業収益

営業費用

金融費用

債権買取原価

売上原価

その他の営業費用

　　営業利益

営業外収益

営業外費用

　　経常利益

特別利益

特別損失

　　税金等調整前四半期純利益

　　法人税､住民税及び事業税

　　過年度法人税等

　　法人税等調整額

　　少数株主利益

　　四半期純利益

4,753 

5,044 

209,316 

15,697 

6,248 

8,979 

1,468 

6,842 

3,868 

前年同四半期

（平成20年３月期第３四半期）

10,838 

372 

3,920 

Ⅰ 288,762 

248,604 

16,819 

346 

182,906 

79,445 

9,060 

科　　目

金   額

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ 139 

944 

80,774 

Ⅴ 3,968 

Ⅵ 19,825 

37,745 

64,917 
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アコム㈱ (8572) 平成21年３月期 第３四半期決算短信

(2) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

（単位：百万円）

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

減価償却費

貸倒引当金の増減額（減少：△）

債務保証損失引当金の増減額（減少：△）

利息返還損失引当金の増減額（減少：△）

投資有価証券評価損

営業貸付金の増減額（増加：△）

割賦売掛金の増減額（増加：△）

買取債権の増減額（増加：△）

割賦利益繰延の増減額（減少：△）

その他

小計

法人税等の還付額

法人税等の支払額

過年度法人税等の支払額

その他

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

投資有価証券の取得による支出

投資有価証券の売却による収入

貸付金の回収による収入

その他

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

短期借入金の返済による支出

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

社債の発行による収入

社債の償還による支出

長期借入れによる収入

長期借入金の返済による支出

親会社による配当金の支払額

その他

財務活動によるキャッシュ・フロー

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（減少：△）

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の四半期末残高

前年同四半期

（平成20年３月期第３四半期）

△

△

△

238 

△

5,366 

240,858 

87,359 

10,000 

146,383 

116 

256,871 

153,178 

1,000 

937 

41,694 

152,403 

12,563 

40,000 

△

△

△

751 

9,800 

891 

103,476 

△

102,164 

1,433 

126,275 

6,795 

5,480 △

△

△ 1,756 

106,701 

6,128 

△ 13,258 

区　　分 金   額

2,709 

Ⅴ

Ⅰ

64,917 

Ⅵ

15,156 

△ 3,406 

△ 101,568 

137 

1,088 

9,017 

Ⅶ

Ⅲ

△

Ⅳ

Ⅱ

△

18,930 
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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）

資産の部
流動資産
現金及び預金
営業貸付金
割賦売掛金
有価証券
親会社株式
商品
繰延税金資産
その他
貸倒引当金
流動資産合計

固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
その他
貸倒引当金
投資その他の資産合計

固定資産合計
資産合計

負債の部
流動負債
買掛金
1年内返済予定の長期借入金
1年内償還予定の社債
未払法人税等
債務保証損失引当金
その他
流動負債合計

固定負債
社債
長期借入金
繰延税金負債
役員退職慰労引当金
利息返還損失引当金
その他
固定負債合計

負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
株主資本合計

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計

純資産合計
負債純資産合計

（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。

6,696 － 

当第３四半期会計期間末
前事業年度末に係る

要約貸借対照表
（平成20年12月31日） （平成20年３月31日）

1,202,328 1,318,781 
69,816 61,696 

22,000 23,598 
37,683 33,486 

33,524 42,325 
1,034 1,040 

54,185 78,425 
△90,740 △106,600 

1,332,332 1,456,951 

30,337 31,967 
707 708 

108,472 132,742 
△1,560 △1,900 
106,912 130,842 
137,956 163,517 

1,470,289 1,620,468 

334 437 
119,533 169,343 
40,000 40,000 

143 265 
3,230 3,490 

11,641 12,004 
174,882 225,540 

195,000 220,000 
346,778 345,064 

1,708 3,036 
－ 678 

301,600 374,800 
667 27 

845,753 943,606 
1,020,635 1,169,147 

63,832 63,832 
76,010 76,010 

333,936 325,485 
△18,507 △18,507 
455,272 446,821 

△5,618 4,500 
△5,618 4,500 
449,654 451,321 

1,470,289 1,620,468 
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(2) 四半期損益計算書

【第３四半期累計期間】

（単位：百万円）

営業収益

営業貸付金利息

総合あっせん収益

信用保証収益

その他の金融収益

その他の営業収益

営業収益合計

営業費用

金融費用

その他の営業費用

営業費用合計

営業利益

営業外収益

受取利息

受取配当金

その他

営業外収益合計

営業外費用

支払利息

出資金運用損

その他

営業外費用合計

経常利益

特別利益

固定資産売却益

投資有価証券売却益

関係会社株式売却益

その他

特別利益合計

特別損失

固定資産売却損

固定資産除却損

投資有価証券売却損

投資有価証券評価損

優先受益権売買契約終了損

その他

特別損失合計

税引前四半期純利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

法人税等合計

四半期純利益

（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。

49 

195 

221 

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）

183,269 

3,283 

7,879 

305 

6,639 

201,377 

11,069 

163,584 

174,653 

26,723 

878 

717 

707 

2,302 

0 

185 

25 

210 

28,815 

0 

698 

16 

4,379 

5,095 

1 

335 

100 

37 

840 

33,070 

24,170 

8,800 

8,900 
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６．営業実績
 (1) 事業別営業収益 （単位：百万円）

期　別

事　業　別

－ － － －

 (2) その他の指標

  ① 期末残高 （単位：百万円）

期　別

事　業　別

 ② 利用者数

期　別

項　目

(注) 上記事業別の利用者数の範囲は次のとおりであります。

１． ローン事業 営業貸付金残高を有する口座数

２． 総合あっせん事業

クレジットカード 「MasterCard®」有効会員数

３． 個品あっせん事業 割賦売掛金残高を有する契約件数

４． 債権管理回収事業 債権買取額の残高を有する口座数

５． 銀行業 銀行業貸出金残高を有する口座数

６． レンタル事業 期中利用会員数

銀 行 業 2,552 1.0

1.2

前連結会計年度末

1,470,097

100.0

ク レ ジ ッ ト カ ー ド

自 平成19年４月１日自 平成19年４月１日)

前連結会計年度

( )至 平成20年３月31日至 平成19年12月31日

1,353,258

（平成20年12月31日）

ロ ー ン 事 業

合　　　　　計 249,819

当第３四半期末

)(

3,891

構成比

1.5

％ 

至 平成20年12月31日

213,518

245,334

0.4

金　　額

前第３四半期

4.9

3.4

85.5

98.2

当第３四半期

自 平成20年４月１日

7,743

個 品 あ っ せ ん 事 業

銀 行 業

33,486

33,741

37,229

ロ ー ン 事 業

金 融 サ ー ビ ス 事 業

3,617

信 用 保 証 事 業

98.3283,868

8,601

1.6

4,168

5,840

1.4

そ の 他 の 事 業

総 合 あ っ せ ん 事 業

3,436

1.8

レ ン タ ル 事 業

そ の 他 839

債 権 管 理 回 収 事 業 12,312

そ の 他

4,484

個 品 あ っ せ ん 事 業

－

そ の 他 255

22,840

507

0.3

総 合 あ っ せ ん 事 業

（件） 252,580

合　　　　　計

（名） 639,687

ロ ー ン 事 業 （件）

総 合 あ っ せ ん 事 業

1,047

（平成20年３月31日）

100.0

254,121

11,319

674

3,384 4,600

17,026

5,437

10,565

331,476

金　　額 構成比金　　額

％ 

構成比

2.0

1.5

88.0

444

39,346

373,182

％ 

1.7

2.7

3.9

0.2 993

7,682

0.5

（平成19年12月31日）

47,987

1,509,841

871,773

3,208,872

（平成20年３月31日）

42,795

20,078

3,271,619

947,226

3,183 5,287

329,970

6,231

941,939

363,429

－

（平成19年12月31日）

1,612,556

前連結会計年度末

27,221 30,638

前第３四半期末

1,624,905

37,682

0.5

38,126

1,923

1,480,917

379,706

4,893

1.2

39,854

0.3

1.76,523

1,509

前第３四半期末

100.0288,762

98.3

87.3

2.0

4.5

1.4

2.8

866,958

227,587

313,664

6,986

4,815

4,001

(

そ の 他

ク レ ジッ トカ ード

（平成20年12月31日）

債 権 管 理 回 収 事 業 23,028

個 品 あ っ せ ん 事 業 （件）

3,135,847

636,504

235,894

債 権 管 理 回 収 事 業

5,119

当第３四半期末

銀 行 業 （件） 3,862

レ ン タ ル 事 業 （名）
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  ③ その他

期　別

項　目

134,821

（平成19年12月31日）

貸 倒 損 失 額（百万円） 78,838

利 息 返 還 損 失 額（百万円） 110,163 101,568

93,980

前第３四半期末

388,431

125,684 119,883

前連結会計年度末

1,840

374,800

6,277

125,375

2,1922,099

1,794

5,766

（平成20年３月31日）

当第３四半期末

（百万円）

社 員 数

店 舗 数 （店） 1,793

（名） 6,239

利息返還損失引当金残高 301,600

（平成20年12月31日）

貸 倒 引 当 金 残 高（百万円） 102,124

債務保証損失引当金残高（百万円） 2,225
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