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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 57,774 △0.7 2,580 △7.9 2,468 △11.7 1,442 △28.2

21年3月期第1四半期 58,187 ― 2,800 ― 2,794 ― 2,008 ―

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

22年3月期第1四半期 46.20 ―

21年3月期第1四半期 64.35 ―

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

22年3月期第1四半期 639,712 91,410 14.3 2,923.34
21年3月期 661,091 90,446 13.7 2,892.86

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  91,259百万円 21年3月期  90,308百万円

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

21年3月期 ― 17.50 ― 18.50 36.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

18.00 ― 18.00 36.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

114,000 △2.4 4,400 △21.5 4,250 △24.2 2,450 △32.5 78.48

通期 228,000 △2.0 10,250 0.6 10,000 △1.8 5,800 △5.2 185.79
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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）  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） 

(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4月24日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 
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り、これらの業
績予想とは異なる場合があることをご承知おきください。なお、予想数値に関する事項は、５ページをご参照ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 31,243,223株 21年3月期  31,243,223株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  25,693株 21年3月期  25,643株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 31,217,542株 21年3月期第1四半期 31,217,897株
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（第１四半期連結累計期間の連結経営成績） 

 注）※１ 会計基準変更に伴い売却として認識されたリース債権の流動化による利益             

リーマンショック以降の景気低迷により、設備投資の抑制や企業倒産件数が増加する中、審査体制の強化と収益

性向上に注力した契約獲得を行った結果、当第１四半期連結累計期間における新規取扱高は前年同期比111億円減少

し582億円となりました。また、経済環境の悪化から貸倒費用は増加致しました。しかし、利回りの改善や再リース

売上の増加により収益改善を図るとともに、業務プロセスを見直し効率化によるコスト削減を図りました。その結

果、売上高は前年同期比４億円減少し577億円、営業利益は２億円減少し25億円となりました。当四半期において

350億円の社債発行により、営業外費用が増加し、経常利益は前年同期比３億円減少し24億円となりました。当四半

期純利益は、前年に会計基準の変更に伴ない計上した既存の流動化したリース債権の売却益（特別利益）６億円が

ないことから前年同期比５億円減少し14億円となりました。 

【賃貸・割賦事業】 

 企業業績の悪化から審査体制の強化を行うとともに、信用リスクに応じたリース料率の適用に注力しました。企

業の設備投資需要減退の影響は大きく、賃貸・割賦事業の取扱高は、前年同期比114億円減少し542億円となりまし

た。営業資産は、取扱高が減少したことから前期末比73億円減少し、4,860億円となりました。 

賃貸・割賦事業の売上高は、前年同期に比べ３億円減少し565億円となりました。設備投資抑制傾向から、入替

需要による中途解約等の売上高や割賦売上高が減少しました。営業利益は、景気低迷による貸倒費用の増加傾向が

続き、前年同期比１億円減少し23億円となりました。 

【金融サービス事業】 

開業支援融資のドクターサポートローンや住宅ローン等の個人向け貸付の取扱高が伸び、営業資産残高は642億

円と前期末比22億円増加しました。また、売掛金回収代行サービスや請求書発行等による手数料収入も順調に伸長

しました。ビジネスローン等法人向け融資は取扱高を絞り込み融資残高も減少しました。これらの結果、金融サー

ビス事業の売上高は前年同期と同じく10億10百万円となりました。営業利益は貸倒引当金繰入の増加により前年同

期比30百万円減少し３億90百万円となりました。 

【その他の事業】 

 その他の事業の営業資産残高は、リコーグループ向け融資の残高であり前期末比３億円増加し44億円となりまし

た。しかし、リコーグループ向け融資取引、ファクタリング取引の減少により、売上高及び営業利益とも前年同期

に比べて減少し、売上高は１億94百万円、営業利益は34百万円となりました。 

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

  前第１四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年６月30日）

増 減 

  金額 伸率(%) 

売上高（百万円）  58,187  57,774  △413  △0.7

営業利益（百万円）  2,800  2,580  △219  △7.9

経常利益（百万円）  2,794  2,468  △326  △11.7

特別利益（百万円）（※１）  615  －  △615  －

四半期純利益（百万円）  2,008  1,442  △566  △28.2

１株当たり四半期純利益 64円35銭 46円20銭 △18円15銭  

（取扱高）  

賃貸・割賦事業（百万円）  65,722  54,253  △11,469  △17.5

金融サービス事業（百万円）  3,668  3,965  296  8.1

取扱高合計（百万円）  69,391  58,218  △11,172  △16.1

  売上高（百万円） 営業利益（百万円） 営業資産（百万円） 

  前四半期 当四半期 増減 前四半期 当四半期 増減 前期末 当四半期 増減 

賃貸・割賦事業 56,927 56,570 △356 2,561 2,387 △174 493,411 486,090 △7,320 

金融サービス事業 1,010 1,010 0 421 390 △30 61,992 64,202 2,209 

その他の事業 250 194 △56 58 34 △24 4,173 4,486 312 

小 計 58,187  57,774 △413 3,041 2,812 △229 559,577 554,778 △4,798 

消去又は全社    －    －    － △241 △231 9    － － － 

連結計 58,187  57,774 △413 2,800  2,580 △219 559,577 554,778 △4,798 
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（資産の状況）  

（※参考情報：リース債権の流動化による影響額）  

【総資産】 

 前連結会計年度より会計基準の変更に伴い、流動化したリース債権相当額は資産から控除されています。その総

資産に与える影響額は当第１四半期連結期間で202億円であり、営業資産残高に与える影響額は243億円でありま

す。この差額は当社が劣後債権として保有しております。総資産は、前期末比213億円減少しましたが、主因は現

預金の減少が128億円と営業資産の減少47億円であります。 

【純資産】 

 純資産は、当期純利益で14億円増加し、剰余金の配当を５億円支払い、前期末比9億円増加致しました。自己資

本比率は13.7%から0.6ポイント上昇し、14.3%となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ128億円減少し50億

円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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】  

 営業活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期連結会計期間が214億円の支出に対して、当第１四半期連

結会計期間は63億円の収入となりました。これはリース債権及びリース投資資産のキャッシュ・フローが前期153

億円の純増加（支出）だったのに対して、当期は67億円の純減少（収入）となったことが主な要因であります。ま

た、取扱高の減少を反映して買掛債務の支払が前年同期に比べて57億円減少しており、キャッシュ・フローの上で

収入が増加する要因となりました。 

  

【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、前年同期に比べ１億55百万円減少し66百万円の支出となりました。この

支出は社用資産の取得によるものです。 

   

２．連結財政状態に関する定性的情報

  前連結会計年度末 

   （平成21年3月31日） 

当第１四半期連結会計期間末

  （平成21年6月30日） 

増 減 

  金額 伸率(%) 

 総資産（百万円） 661,091  639,712 △21,379 △3.2 

  営業資産（百万円） 559,577 554,778 △4,798 △0.9 

 その他（百万円） 101,514 84,933 △16,580 △16.3 

 純資産（百万円） 90,446  91,410 964 1.1 

 自己資本比率（％） 13.7 14.3 ＋0.6 

  前連結会計年度末 

   （平成21年3月31日） 

当第１四半期連結会計期間末 

   （平成21年6月30日） 

増 減 

  金額 伸率(%) 

流動化の影響控除前（百万円） 681,680 659,922 △21,757 △3.2 

流動化の影響額（百万円） △20,588 △20,210 377 1.8 

貸借対照表の総資産（百万円） 661,091  639,712 △21,379 △3.2 

流動化の影響控除前（百万円） 584,343 579,162 △5,180 △0.9 

流動化の影響額（百万円） △24,765 △24,384 381 1.5 

貸借対照表の営業資産（百万円） 559,577 554,778 △4,798 △0.9 

  

前第１四半期連結累計期間

 （自 平成20年4月 1日 

  至 平成20年6月30日）  

当第１四半期連結累計期間 

 （自 平成21年4月 1日 

  至 平成21年6月30日）  

増減 

 営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円）  △21,412  6,354  27,766

 投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円）  △221  △66  155

 財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円）  21,763  △19,147 △40,910 

 現金及び現金同等物四半期末残高（百万円）  621  5,029  4,407
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【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、前年同期との比較において前期217億円の収入から当期191億円の支出と

なりました。主な支出は有利子負債の返済であり、前連結会計年度末に比べ有利子負債残高は184億円減少しまし

た。営業活動によるキャッシュ・フローの収入と前連結会計年度末で手元を厚く維持していた現金及び預金を取崩

して有利子負債の返済に充当しました。当第１四半期連結会計年度の財務活動は、短期資金であるコマーシャル・

ペーパーを返済し、社債の発行、長期借入金の実行等により長期資金を増やしました。 

  

当第１四半期の連結業績は概ね期初予想通りに推移しており、第２四半期連結業績予想及び通期連結業績予想

は変更ありません。 

世界的な景気低迷や金融市場の混乱等厳しい経営環境は今後も続くと思われます。当社グループは、新しい経

営体制のもとリース会社の原点である“モノの価値”に立脚した審査によるリスク管理の徹底、及び業務効率の

更なる向上による経営体質の強化を図ってまいります。  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

   

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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,029 17,888

受取手形及び売掛金 27 34

割賦債権 37,684 37,919

リース債権及びリース投資資産 442,514 449,306

営業貸付金 68,688 66,166

その他の営業貸付債権 15,706 17,947

その他の営業資産 4,173 4,177

賃貸料等未収入金 12,244 13,055

その他の流動資産 45,955 45,628

貸倒引当金 △8,288 △7,514

流動資産合計 623,736 644,608

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産 9,773 10,133

社用資産 768 830

有形固定資産合計 10,542 10,963

無形固定資産   

賃貸資産 3 4

その他の無形固定資産 2,167 2,256

無形固定資産合計 2,170 2,260

投資その他の資産   

投資有価証券 908 761

その他 2,354 2,496

投資その他の資産合計 3,262 3,258

固定資産合計 15,975 16,482

資産合計 639,712 661,091
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,234 16,340

短期借入金 125,798 96,297

1年内返済予定の長期借入金 68,681 67,176

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

コマーシャル・ペーパー 20,000 110,000

未払法人税等 1,347 2,280

割賦未実現利益 3,885 3,951

引当金 418 693

その他の流動負債 35,504 33,928

流動負債合計 287,871 350,669

固定負債   

社債 44,999 9,999

長期借入金 211,935 206,409

引当金 497 488

その他の固定負債 2,997 3,078

固定負債合計 260,430 219,976

負債合計 548,301 570,645

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,896 7,896

資本剰余金 10,160 10,160

利益剰余金 73,045 72,180

自己株式 △45 △45

株主資本合計 91,057 90,192

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 202 115

評価・換算差額等合計 202 115

少数株主持分 150 137

純資産合計 91,410 90,446

負債純資産合計 639,712 661,091
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(2)四半期連結損益計算書 
(第１四半期連結累計期間) 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 58,187 57,774

売上原価 52,287 50,862

売上総利益 5,900 6,912

販売費及び一般管理費 3,099 4,331

営業利益 2,800 2,580

営業外収益   

受取配当金 2 1

その他の営業外収益 2 2

営業外収益合計 4 3

営業外費用   

支払利息 9 10

社債発行費 － 103

その他の営業外費用 1 2

営業外費用合計 11 115

経常利益 2,794 2,468

特別利益   

リース会計基準の適用に伴う影響額 615 －

特別利益合計 615 －

税金等調整前四半期純利益 3,409 2,468

法人税、住民税及び事業税 1,829 1,330

法人税等調整額 △436 △317

法人税等合計 1,393 1,013

少数株主利益 7 12

四半期純利益 2,008 1,442
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 3,409 2,468

賃貸資産減価償却費 1,275 1,391

社用資産減価償却費及び除却損 142 215

貸倒引当金の増減額（△は減少） 636 774

引当金の増減額（△は減少） △366 △265

受取利息及び受取配当金 △6 △8

資金原価及び支払利息 1,097 1,103

社債発行費 － 103

リース会計基準の適用に伴う影響額 △615 －

割賦債権の増減額（△は増加） 3,089 168

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増
加）

△494,437 6,791

リース会計基準の適用に伴う賃貸資産減少額 479,057 －

営業貸付金の増減額（△は増加） △1,588 △2,522

賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） 777 810

賃貸資産の取得による支出 △1,403 △1,110

仕入債務の増減額（△は減少） △9,830 △4,106

その他 651 3,833

小計 △18,111 9,645

利息及び配当金の受取額 6 8

利息の支払額 △857 △1,003

法人税等の支払額 △2,449 △2,296

営業活動によるキャッシュ・フロー △21,412 6,354

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 △220 △65

その他 △0 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △221 △66

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） △738 29,501

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 23,000 △90,000

長期借入れによる収入 42,653 26,079

長期借入金の返済による支出 △42,543 △19,046

社債の発行による収入 － 34,896

配当金の支払額 △608 △577

その他 0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 21,763 △19,147

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） 129 △12,858

現金及び現金同等物の期首残高 491 17,888

現金及び現金同等物の四半期末残高 621 5,029
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 該当事項はありません。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．事業の区分は、主たる営業取引の種類により区分しております。 

    ２．各事業区分の主要品目 

①賃貸・割賦事業 

事務用・情報関連機器、医療機器、印刷・工作機械・計測器等のファイナンス・リース、オペレーティン

グ・リース、割賦・クレジット（賃貸取引の満了・中途解約に伴う物件売却等を含む） 

      ②金融サービス事業 

ビジネスローン・業界特化型融資・住宅ローン・マンションローン等の貸付、及び請求書発行・売掛金回

収等の代行サービス 

      ③その他の事業 

リコーグループ会社への融資、リコーグループのファクタリング、計測・校正・機器点検等の受託技術サ

ービス、商品売買等 

   

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間 

（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間 

（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

 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

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
賃貸・割賦
事業 

（百万円） 

金融サービ
ス事業 
（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  56,927  1,010  250  58,187  －  58,187

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 － － － －  － －

計  56,927  1,010  250  58,187  －  58,187

営業利益  2,561  421  58  3,041  △241  2,800

  
賃貸・割賦
事業 

（百万円） 

金融サービ
ス事業 
（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  56,570  1,010  194  57,774  －  57,774

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － －  － －

計  56,570  1,010  194  57,774  －  57,774

営業利益  2,387 390  34  2,812  △231  2,580

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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【取扱高、営業資産残高の状況】  

  （１）営業取扱高内訳 

  

（２）営業資産残高内訳   

（注）割賦事業につきましては、割賦債権から割賦未実現利益を控除した数値を表示しております。  

  

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称  

前第１四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日） 

対前年比

金額 
（百万円） 

構成比
（％） 

金額
（百万円） 

構成比
（％） 

増減 
(百万円) 

伸率
（％） 

                

   ファイナンス・リース  59,200  85.3  49,318  84.7  △9,882  △16.7

   オペレーティング・リース  2,135  3.1  1,852  3.2  △283  △13.3

   賃貸事業計  61,335  88.4  51,170  87.9  △10,165  △16.6

   割賦事業  4,387  6.3  3,083  5.3  △1,303  △29.7

賃貸・割賦事業計    65,722  94.7  54,253  93.2  △11,469  △17.5

金融サービス事業  3,668  5.3  3,965  6.8  296  8.1

合 計   69,391  100.0  58,218  100.0  △11,172  △16.1

事業の種類別セグメントの名称 

前連結会計年度末 

（平成21年３月31日）

当第１四半期 

連結累計期間末 

（平成21年６月30日） 

対前連結会計年度末比

金額 

（百万円） 

構成比

（％）

金額 

（百万円） 

構成比

（％） 

金額 

（百万円） 

伸率

（％）

    
ファイナンス・リースの流動化に伴う

控除前残高 ① 
474,072  466,898    △7,173 △1.5

    
ファイナンス・リースの流動化に伴う

控除額 ② 
△24,765  △24,384    381 － 

    ファイナンス・リース ①＋② 449,306 80.3 442,514  79.8  △6,791 △1.5

    オペレーティング・リース 10,137 1.8 9,777  1.7  △360 △3.6

    賃貸事業計 459,443 82.1 452,291  81.5  △7,152 △1.6

    割賦事業 33,967 6.1 33,798  6.1  △168 △0.5

賃貸・割賦事業計 493,411 88.2 486,090  87.6  △7,320 △1.5

金融サービス事業 61,992 11.1 64,202  11.6  2,209 3.6

その他の事業 4,173 0.7 4,486  0.8  312 7.5

合 計 559,577 100.0 554,778  100.0  △4,798 △0.9
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