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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）

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3四半期 21,799 ― 2,675 ― 2,491 ― 483 ―
20年3月期第3四半期 20,607 △5.2 2,620 0.4 2,559 △23.1 4,956 80.1

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 14.45 ―
20年3月期第3四半期 143.58 ―

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 148,874 15,182 10.2 472.87
20年3月期 159,889 15,420 9.6 450.51

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  15,177百万円 20年3月期  15,413百万円

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 ― 7.50 7.50
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 7.50 7.50

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 28,000 0.3 3,200 △8.0 2,800 △15.6 800 △86.6 23.92

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  

（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） 

※ 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21年3月期の連結業績予想につきましては、平成20年11月11日に公表いたしました数値からの変更はありません。 
２．本資料に記載されている業績予想は、現時点で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大きく異なる結果となる
可能性があります。 
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 ― 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  37,143,374株 20年3月期  37,143,374株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  5,046,371株 20年3月期  2,930,401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  33,451,470株 20年3月期第3四半期  34,524,145株



当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界規模での金融
市場の混乱が深刻化する中で、今後さらなる景気後退も予想され、当面厳しい停滞局面が続くものと考え
られます。 
 こうした状況下、当社グループでは良質資産の積み上げによる安定収益基盤の構築を目指すとともに、
有利子負債の削減など財務体質の強化にも積極的に取り組んでまいりました。 
 この結果、当第３四半期累計期間における売上高は不動産売却収入の増加などにより21,799百万円(前
年同期比5.8％増)、営業利益は2,675百万円(前年同期比2.1％増)となりました。一方、経常利益は営業外
収益の減少により2,491百万円(前年同期比2.6％減)となりました。また、四半期純利益は前年同期に大口
の賃貸不動産売却益が特別利益に計上されていた反動減や賃貸不動産売却に伴う減損損失を計上したこと
などにより、483百万円(前年同期比90.2％減)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。 
  
① リース事業  

リース部門における資産残高減少などにより売上高は11,461百万円(前年同期比15.8％減)となり、
貸倒引当金繰入額の増加などにより営業利益は370百万円(前年同期比33.8％減)となりました。な
お、リース債権及びリース投資資産残高は27,189百万円、割賦債権残高は11,534百万円となりまし
た。 

  
② 融資事業 

新規実行の抑制や期限前回収の発生などにより不動産業向けを中心に貸付残高が減少し、売上高は
1,637百万円(前年同期比8.7％減)となりましたが、貸倒引当金繰入額などの営業費用も減少したため
営業利益は820百万円(前年同期比16.4％増)となりました。なお、営業貸付金残高は42,164百万円と
なりました。 

  
  ③ 不動産事業 

不動産売却収入の増加などにより売上高は7,600百万円(前年同期比89.4％増)となり、営業利益は
1,481百万円(前年同期比39.4％増)となりました。なお、賃貸不動産残高は34,483百万円、販売用不
動産残高は12,781百万円となりました。 

  
  ④ フィービジネス事業 

生命保険の募集業務などは好調に推移いたしましたが、不動産関連サービスの提供などの手数料収
入などが減少したことにより売上高は618百万円(前年同期比28.3％減)となり、営業利益は461百万円
(前年同期比32.3％減)となりました。 

  
  ⑤ その他事業 

売上高は481百万円(前年同期比45.9％増)となり59百万円の営業損失となりました。 
  

(1) 資産、負債及び純資産の状況  

当第３四半期の財政状態は、総資産は148,874百万円となり、前連結会計年度末に比べ11,014百万

円の減少となりました。これは主に営業貸付金の減少7,345百万円及び販売用不動産の減少1,688百万

円などであります。 

  負債合計は133,691百万円となり、前連結会計年度末に比べ10,776百万円の減少となりました。こ

れは主に借入金の減少8,542百万円及び社債の減少3,839百万円などであります。 

 純資産の部は15,182百万円となり、前連結会計年度末に比べ238百万円減少いたしました。 
  

(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、前連結会計年度末に比べ1,946百万円

減少し、7,106百万円となりました。 
  
  (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、営業貸付金の減少による収入7,004百万円、リース債権及
びリース投資資産の減少による収入2,111百万円などにより、全体では12,665百万円の資金流入とな
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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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  (投資活動によるキャッシュ・フロー) 
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出692百万円などにより、全

体では754百万円の資金流出となりました。 
   
  (財務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・フローは、借入金の返済及び社債の償還による支出などにより、全体
では13,857百万円の資金流出となりました。 

  

平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年11月11日に公表いたしました数値からの変更
はありません。 

  
  

該当事項はありません。 
  

 １．貸倒見積高の算定につきましては、前連結会計年度で用いた貸倒実績率を使用しております。 

 ２．販売用不動産の簿価切下げにつきましては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売

却価額を見積る方法を採用しております。 

 ３．繰延税金資産の回収可能性の判断につきましては、前連結会計年度において使用した将来の業

績予測やタックスプランニングに重要な変更を加味したものを利用しております。 
  

 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．販売用不動産につきましては、従来、個別法による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）が適用されたこ

とに伴い、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によ

り算定）によっております。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は75百万円減少しております。

また、期首時点における簿価切下げ額296百万円を特別損失に計上したことにより、税金等調整

前四半期純利益は372百万円減少しております。 

  

 ３． 所有権移転外ファイナンス・リース取引につきましては、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、第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基

準」(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」(企業会計基準適用

指針第16号)を早期適用し、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。な

お、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、前連結会

計年度末における固定資産の適正な帳簿価額(減価償却累計額控除後)をリース投資資産の期首の

価額として計上し、会計基準適用後の残存リース期間における利息相当額の配分方法は定額法に

よっております。 

 また、同会計基準の適用に伴い、従来、金融取引として会計処理しておりましたリース債権の

流動化取引につきましては、金融資産の消滅を認識し第１四半期連結会計期間において売却処理

を行い、リース債権の流動化に伴う売却益35百万円を特別利益に計上いたしました。 

 これらの結果、従来の方法によった場合に比べ、営業利益は８百万円減少し、経常利益は１百

万円、税金等調整前四半期純利益は36百万円それぞれ増加しております。 
  
  

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
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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 7,186 9,143

割賦債権 11,534 10,237

リース債権及びリース投資資産 27,189 －

営業貸付金 42,164 49,510

賃貸料等未収入金 373 772

有価証券 139 39

販売用不動産 12,781 14,469

その他 2,147 2,747

貸倒引当金 △868 △822

流動資産合計 102,649 86,097

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産   

リース資産（純額） － 27,006

その他（純額） 13 17

賃貸不動産（純額） 34,483 31,989

賃貸資産前渡金 426 168

賃貸資産合計 34,923 59,181

社用資産 1,330 1,340

有形固定資産合計 36,253 60,522

無形固定資産   

賃貸資産 － 1,608

のれん 93 －

その他 746 749

無形固定資産合計 840 2,358

投資その他の資産   

投資有価証券 4,383 7,246

その他 4,779 3,693

貸倒引当金 △32 △28

投資その他の資産合計 9,130 10,911

固定資産合計 46,224 73,791

資産合計 148,874 159,889
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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 2,128 2,425

短期借入金 73,118 79,411

1年内償還予定の社債 3,667 1,946

未払法人税等 14 39

引当金 55 180

その他 2,964 2,886

流動負債合計 81,949 86,889

固定負債   

社債 15,040 20,600

長期借入金 30,341 32,591

引当金 284 282

その他 6,075 4,105

固定負債合計 51,742 57,579

負債合計 133,691 144,468

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,933 2,933

資本剰余金 822 822

利益剰余金 14,047 13,883

自己株式 △2,141 △1,626

株主資本合計 15,662 16,013

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △250 △269

繰延ヘッジ損益 △234 △330

評価・換算差額等合計 △485 △600

少数株主持分 4 7

純資産合計 15,182 15,420

負債純資産合計 148,874 159,889
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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) 

売上高 21,799

売上原価 16,983

売上総利益 4,815

販売費及び一般管理費 2,140

営業利益 2,675

営業外収益  

受取利息 58

投資有価証券売却益 45

その他 109

営業外収益合計 213

営業外費用  

支払利息 278

その他 119

営業外費用合計 398

経常利益 2,491

特別利益  

リース会計基準の適用に伴う影響額 35

特別利益合計 35

特別損失  

減損損失 618

販売用不動産評価損 296

投資有価証券評価損 328

特別損失合計 1,243

税金等調整前四半期純利益 1,283

法人税、住民税及び事業税 5

法人税等調整額 795

法人税等合計 801

少数株主損失（△） △1

四半期純利益 483
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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 1,283

減価償却費 617

減損損失 618

貸倒引当金の増減額（△は減少） 244

引当金の増減額（△は減少） △121

受取利息及び受取配当金 △79

資金原価及び支払利息 2,145

投資有価証券評価損益（△は益） 328

投資有価証券売却損益（△は益） △45

リース会計基準の適用に伴う影響額 △35

割賦債権の増減額（△は増加） 0

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増
加）

2,111

営業貸付金の増減額（△は増加） 7,004

販売用不動産の増減額（△は増加） 2,015

賃貸資産の取得による支出 △2,955

仕入債務の増減額（△は減少） △297

賃貸資産の売却による収入 477

その他 1,139

小計 14,453

利息及び配当金の受取額 42

利息の支払額 △1,822

法人税等の支払額 △8

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,665

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 10

社用資産の取得による支出 △43

その他の無形固定資産の取得による支出 △131

投資有価証券の取得による支出 △692

投資有価証券の売却及び償還による収入 76

出資金の払込による支出 △14

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

68

その他 △27

投資活動によるキャッシュ・フロー △754

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） △6,335

長期借入れによる収入 19,565

長期借入金の返済による支出 △22,475

社債の償還による支出 △3,839

自己株式の取得による支出 △514

配当金の支払額 △255

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,857

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,946

現金及び現金同等物の期首残高 9,052

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,106
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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。 

  

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） 

 
 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

 

  １．販売用不動産につきましては、従来、個別法による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）が適用されたことに伴

い、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により算定)に

よっております。 

  この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の営業利益は75百

万円減少しております。 

  ２．所有権移転外ファイナンス・リース取引につきましては、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、第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」

（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」（企業会計基準適用指針

第16号）を早期適用し、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。なお、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、前連結会計年度末

における固定資産の適正な帳簿価額（減価償却累計額控除後）をリース投資資産の期首の価額とし

て計上し、会計基準適用後の残存リース期間における利息相当額の配分方法は定額法によっており

ます。 

 また、同会計基準の適用に伴い、従来、金融取引として会計処理しておりましたリース債権流動

化につきましては、金融資産の消滅を認識し第１四半期連結会計期間において売却処理を行いまし

た。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間のリース事業の営

業利益は８百万円減少しております。 

  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

リース 
事業 

(百万円)

融資 
事業 

(百万円)

不動産 
事業 

(百万円)

フィー 
ビジネス
事業 

(百万円)

その他 
事業 

(百万円)

計 
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

 売上高及び営業損益

売上高 11,461 1,637 7,600 618 481 21,799 ─ 21,799

営業利益(△営業損失) 370 820 1,481 461 △59 3,075 (399) 2,675

事業区分 事業内容

リース事業
機械設備等のリース（リースの満了・中途解約に伴う物件販売を含む）および割
賦販売

融資事業 金銭の貸付、債権の買取

不動産事業 不動産の賃貸、不動産の販売、匿名組合等に対する出資

フィービジネス事業
生命保険の募集、自動車リースの紹介、不動産関連サービスの提供、損害保険代
理業等

その他事業 ゴルフ場の管理経営等

会計処理の方法の変更

(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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（要約）前四半期連結損益計算書 

 
  

「参考」

前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年４月１日

 至 平成19年12月31日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 売上高

 １ 賃貸料収入 12,576

 ２ 不動産賃貸収入 2,395

 ３ 割賦売上高 308

 ４ 営業貸付収益 1,793

 ５ その他の不動産関連収入 1,617

 ６ その他の売上高 1,916

   売上高合計 20,607

Ⅱ 売上原価

 １ 賃貸原価 11,098

 ２ 不動産賃貸原価 1,085

 ３ 資金原価 1,869

 ４ その他の不動産関連原価 1,080

 ５ その他の売上原価 800

   売上原価合計 15,932

   売上総利益 4,674

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,053

   営業利益 2,620

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息及び配当金 32

 ２ 匿名組合投資収益 135

 ３ 投資有価証券売却益 8

 ４ その他の営業外収益 159

   営業外収益合計 336

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 253

 ２ 貸倒引当金繰入額 27

 ３ 投資有価証券売却損 14

 ４ その他の営業外費用 102

   営業外費用合計 397

   経常利益 2,559

Ⅵ 特別利益

 １ 賃貸不動産売却益 4,679

Ⅶ 特別損失

 １ 過年度役員退職慰労引当金繰入額 73

   税金等調整前四半期純利益 7,164

   法人税、住民税及び事業税 15

   法人税等調整額 752

   少数株主利益 1,440

   四半期純利益 4,956
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（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年４月１日

 至 平成19年12月31日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前四半期純利益 7,164

   減価償却費 11,271

   賃貸不動産売却益 △ 4,679

   貸倒引当金の増減額(減少：△) 356

   賞与引当金の増減額(減少：△) △ 112

   退職給付引当金の増減額(減少：△) △ 10

   役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 73

   受取利息及び受取配当金 △ 32

   匿名組合投資収益 △ 135

   資金原価及び支払利息 2,122

   投資有価証券売却益 △ 8

   投資有価証券売却損 14

   割賦債権の増減額(増加：△) 3

   営業貸付金の増減額(増加：△) △ 4,586

   販売用不動産の増減額(増加：△) △ 3,062

   賃貸資産の取得による支出 △ 12,332

   賃貸資産の処分額(帳簿価額) 664

   支払手形及び買掛金の増減額(減少：△) 12

   債権の購入による支出 △ 1,415

   債権の売却による収入 1,480

   賃貸不動産の譲渡による収入 10,690

   その他営業活動による増減 1,493

    小計 8,970

   利息及び配当金の受取額 155

   利息の支払額 △ 1,948

   法人税等の支払額 △ 21

   営業活動によるキャッシュ・フロー 7,155

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   社用資産及び無形固定資産の取得による支出 △ 186

   投資有価証券の取得による支出 △ 1,070

   投資有価証券の売却及び償還による収入 91

   その他投資活動による増減 29

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,135

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：△） △ 12,258

   長期借入れによる収入 26,470

   長期借入金の返済による支出 △ 15,508

   リース債権流動化による収入 292

   リース債権流動化返済による支出 △ 2,532

   社債の償還による支出 △ 1,320

      自己株式の取得・売却による純支出 △ 63

   少数株主への払戻しによる支出 △ 650

   配当金の支払額 △ 257

   少数株主への配当金の支払額 △ 1,604

   財務活動によるキャッシュ・フロー △ 7,433

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △ 1,413

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 10,488

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 9,074
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（セグメント情報） 

 事業の種類別セグメント情報 

  前第３四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 
これら事業区分に属する主な内容は、次のとおりであります。 

 
  

 営業資産残高 

 
  

リース 
事業 

(百万円)

融資 
事業 

(百万円)

不動産 
事業 

(百万円)

フィー 
ビジネス
事業 

(百万円)

その他 
事業 

(百万円)

計 
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

 
売上高及び営業損益

売上高 13,609 1,793 4,012 862 329 20,607 ― 20,607

営業利益（△営業損失） 559 705 1,062 681 △ 44 2,963 (342) 2,620

事業区分 事業内容

リース事業
機械設備等のリース（リースの満了・中途解約に伴う物件販売を含む）および割
賦販売

融資事業 金銭の貸付、債権の買取

不動産事業 不動産の賃貸、不動産の販売、匿名組合等に対する出資

フィービジネス事業
生命保険の募集、自動車リースの紹介、不動産関連サービスの提供、損害保険代
理業等

その他事業 ゴルフ場の管理経営等

6. その他

事業の種類別セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間 前連結会計年度

期末残高 
（百万円）

構成比 
（％）

期末残高 
（百万円）

構成比 
（％）

リース事業

 ファイナンス・リース 27,189 23.2 28,615 22.8

  オペレーティング・リース 13 0.0 17 0.0

  リース計 27,203 23.2 28,633 22.8

 割賦販売 11,534 9.9 10,237 8.2

  リース事業計 38,738 33.1 38,870 31.0

融資事業 42,164 36.0 49,510 39.5

不動産事業

 オペレーティング・リース 34,483 29.4 31,989 25.6

 その他 1,783 1.5 4,897 3.9

  不動産事業計 36,267 30.9 36,886 29.5

合計 117,170 100.0 125,267 100.0
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