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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 59,405 △9.4 3,058 124.4 3,098 130.2 1,816 144.2
21年3月期第1四半期 65,602 ― 1,363 ― 1,345 ― 743 ―

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 84.34 ―

21年3月期第1四半期 34.54 ―

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 726,284 58,023 8.0 2,694.62
21年3月期 754,125 56,387 7.5 2,618.67

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  58,023百万円 21年3月期  56,387百万円

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 ― 22.00 ― 22.00 44.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

22.00 ― 22.00 44.00

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

121,000 △7.8 2,000 △34.2 2,000 △32.0 1,200 △26.6 55.73

通期 243,000 △6.9 6,000 66.0 6,000 78.5 3,600 ― 167.18
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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  有  
(注) 詳細は、4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、4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 

・平成22年3月期の連結業績予想について 
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。なお業績予想の前提となる事項については、４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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

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 21,533,400株 21年3月期 21,533,400株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 301株 21年3月期 301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 21,533,099株 21年3月期第1四半期 21,533,250株
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 当第１四半期連結累計期間のわが国の経済は、前四半期に比して金融マーケットの回復の動きが見られ
るものの、世界的な金融不安が実体経済へ及んだことから、企業収益が大幅に悪化するとともに、設備投
資も大幅に減少しており、景気の状況については依然として不透明な状況が続いております。 
 当社グループの属するリース業界におきましては、平成20年４月以降の新リース会計基準の適用や平成
19年度の税制改正の影響等により、大企業を中心としたリース離れの傾向が強まっております。更に設備
投資需要の減退に加え、企業倒産による貸倒れの増加など厳しい経営環境が続いていることから、業界全
体のリース取扱高は平成19年６月以降24ヶ月連続で前年割れ（平成21年５月現在）となっております。 
 当社としましては、平成20年11月に「ＮＥＣリース株式会社」から現在の「ＮＥＣキャピタルソリュー
ション株式会社」に社名を変更し、平成20年度を初年度とする３ヵ年を計画期間とする第３次中期計画を
掲げ、「お客様の経営資源（キャピタル）にかかわる経営課題についてさまざまな解決策（ソリューショ
ン）を提案できる企業」を目指し、当社グループの中核事業である「ベンダーソリューション」領域のリ
ース事業に加えて、「資産ソリューション」領域及び「金融ソリューション」領域においてそれぞれ競争
力を持つ事業の育成に向けて活動を展開中であります。 
ベンダーソリューション領域のリース事業においては、事業環境の厳しい中、安定した取引規模の確保

に向けて、主要顧客である官公庁や大企業等との良好な取引関係を継続する一方、営業効率の向上や与信
管理の強化等の諸施策を実施いたしました。 
資産ソリューション領域においては、平成20年11月に開業した当社の持分法適用関連会社であるリブー

トテクノロジーサービス株式会社を通じ、中古ＩＣＴ関連機器の海外販路を活用したリセール及び適正な
リサイクル処理を実践しております。 
金融ソリューション領域においては、平成21年２月に株式会社リサ・パートナーズと業務資本提携契約

を締結し、両社による協業推進委員会を通じた具体的案件の発掘及び選定等、協業を推進しており、既に
いくつかの案件について実績を挙げております。 
なお、当第１四半期連結累計期間においては、金融マーケットが回復基調にあった事に伴い、デリバテ

ィブ評価益17億43百万円を計上しております。 
以上により、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高594億５百万円、営業利益30億58百万円、経

常利益30億98百万円、四半期純利益は18億16百万円となりました。 
 

（事業の種類別セグメントの業績） 
  

（１）賃貸事業 
    賃貸事業の契約実行高は前年同期比10.9％減の471億60百万円となりました。賃貸事業の売上 
   高は、前年同期比9.7％減の552億53百万円となり、リース会計基準変更に伴う増益要因がある 
   ものの、貸倒引当金繰入額等の販売費及び一般管理費の増加を吸収できず、営業利益は前年同 
   期比14.4％減の12億18百万円となりました。 
  
（２）営業貸付事業 
    営業貸付事業の売上高は、企業融資の利息収入の増加等により、前年同期比22.6％増の９億 
   89百万円となり、営業利益は１億91百万円（前第１四半期連結累計期間は営業損失43百万円） 
   となりました。 
       
（３）その他の事業 
    その他の事業の売上高は、新規投資が手控えられる中、解約売上が減少したことにより、前 
   年同期比11.6％減の31億62百万円となったものの、金融マーケットが回復基調にあった事に伴 
   うデリバティブ評価益17億43百万円を計上したことなどから、営業利益は前年同期比487.0％増 
   の20億7百万円となりました。 
  
  

（資産、負債、純資産等の状況に関する分析） 
 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて278億40百万円減少し、
7,262億84百万円となりました。主な要因としては、リース債権及びリース投資資産が103億52百万円減少
した事に加え、期末越えに伴う現金及び預金の減少額145億18百万円等によります。 
 負債は、前連結会計年度末に比べて294億76百万円減少し、6,682億61百万円となりました。主な要因と
しては、コマーシャル・ペーパーが180億円増加したものの、買掛金及び短期借入金がそれぞれ159億97百
万円、277億70百万円減少したことによります。 
 純資産は、前連結会計年度末に比べて16億35百万円増加し、580億23百万円となりました。主な要因と
しては、当第１四半期連結累計期間における四半期純利益18億16百万円による増加及び剰余金の配当によ

・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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る減少額4億73百万円によるものであります。 
  

（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は、99億91百万円となりました。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） 
当第１四半期連結累計期間における営業活動の結果によって使用した資金は、△23億13百万円となりま

した。これは主に税金等調整前四半期純利益30億98百万円並びにリース債権及びリース投資資産の減少額
103億52百万円があったものの、仕入債務の減少額△166億71百万円があったことによります。 
  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
当第１四半期連結累計期間における投資活動の結果により得られた資金は26億20百万円となりました。

これは主に投資有価証券の取得による支出△4億72百万円があったものの有価証券の償還による収入29億
23百万円があったことによります。 

  
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
当第１四半期連結累計期間における財務活動によって使用した資金は△154億43百万円となりました。

これは主にコマーシャル・ペーパーの増加額180億円及び長期借入による収入68億円があったものの、短
期借入金の減少額△277億70百万円及び長期借入金の返済による支出△97億80百万円があったことにより
ます。 
  
  

平成22年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成21年４月28日
発表の業績予想から変更はありません。 
  
  

  

該当事項はありません。 
  

  1.簡便な会計処理 
   ①一般債権の貸倒見積高の算定に関しては、前連結会計年度末の貸倒実績率等を合理的な方法 
    により補正して貸倒見積高を算定しております。 
  
   ②法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに 
    限定する方法によっております。 
  
   ③繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、 
    一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、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・プランニングを利用する方法によっております。 
  
     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。 
  

表示方法の変更 
 （連結貸借対照表） 
  前第１四半期連結会計期間末において、投資その他の資産の「その他の投資」に含めていた 
 「投資有価証券」は、重要性が増加したため、当第１四半期連結会計期間末より区分掲記して 
 おります。 
  
 （連結キャッシュ・フロー計算書） 
  前第１四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含 
 めていた「為替差損益」及び「デリバティブ評価損益」は重要性が増加したため、当第１四半 
 期連結累計期間より区分掲記しております。 
  

  

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 9,857 24,376

受取手形 3 3

割賦債権 31,501 33,451

リース債権及びリース投資資産 497,434 507,786

営業貸付金 112,300 113,838

賃貸料等未収入金 24,122 23,704

その他 10,518 12,331

貸倒引当金 △6,666 △6,763

流動資産合計 679,072 708,730

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産 8,802 8,490

社用資産 446 472

有形固定資産合計 9,249 8,962

無形固定資産   

賃貸資産 334 14

その他 2,877 3,165

無形固定資産合計 3,212 3,179

投資その他の資産   

投資有価証券 25,410 23,500

その他 14,471 13,671

貸倒引当金 △5,131 △3,919

投資その他の資産合計 34,750 33,252

固定資産合計 47,212 45,395

資産合計 726,284 754,125
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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 277 1,028

買掛金 4,707 20,704

短期借入金 16,022 43,792

1年内返済予定の長期借入金 84,756 90,304

コマーシャル・ペーパー 186,000 168,000

債権流動化に伴う支払債務 7,600 8,210

未払法人税等 1,107 32

その他 22,571 21,102

流動負債合計 323,043 353,174

固定負債   

社債 10,000 10,000

長期借入金 323,043 320,446

債権流動化に伴う長期支払債務 5,180 6,790

退職給付引当金 1,198 1,099

その他 5,796 6,227

固定負債合計 345,217 344,563

負債合計 668,261 697,737

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,776 3,776

資本剰余金 4,648 4,648

利益剰余金 49,349 48,007

自己株式 △0 △0

株主資本合計 57,773 56,431

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 359 144

繰延ヘッジ損益 △109 △188

為替換算調整勘定 △0 △0

評価・換算差額等合計 249 △43

純資産合計 58,023 56,387

負債純資産合計 726,284 754,125
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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 65,602 59,405

売上原価 60,680 51,593

売上総利益 4,922 7,812

販売費及び一般管理費 3,559 4,753

営業利益 1,363 3,058

営業外収益   

受取利息 0 3

受取配当金 18 18

有価証券売却益 － 72

その他 4 12

営業外収益合計 23 106

営業外費用   

支払利息 25 25

持分法による投資損失 8 2

固定資産除却損 － 36

その他 7 1

営業外費用合計 40 66

経常利益 1,345 3,098

特別損失   

投資有価証券評価損 85 －

特別損失合計 85 －

税金等調整前四半期純利益 1,259 3,098

法人税、住民税及び事業税 455 1,102

法人税等調整額 61 180

法人税等合計 516 1,282

四半期純利益 743 1,816
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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 1,259 3,098

減価償却費 641 933

貸倒引当金の増減額（△は減少） 632 1,114

退職給付引当金の増減額（△は減少） 72 98

賃貸資産処分損益（△は益） － △82

有価証券売却損益（△は益） － △72

投資有価証券評価損益（△は益） 85 －

受取利息及び受取配当金 △18 △18

資金原価及び支払利息 1,840 1,584

為替差損益（△は益） － △96

デリバティブ評価損益（△は益） － △1,743

持分法による投資損益（△は益） － 2

賃貸資産の取得による支出 △5,483 △1,527

賃貸資産の売却による収入 12 824

割賦債権の増減額（△は増加） △543 1,950

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増
加）

△4,309 10,352

営業貸付金の増減額（△は増加） △3,239 867

売上債権の増減額（△は増加） △2,392 △948

仕入債務の増減額（△は減少） △318 △16,671

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,447 974

その他 △472 △1,879

小計 △10,787 △1,238

利息及び配当金の受取額 1,232 163

利息の支払額 △1,426 △1,232

法人税等の支払額 △1,510 △6

営業活動によるキャッシュ・フロー △12,491 △2,313

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入 － 222

有価証券の償還による収入 － 2,923

社用資産の取得による支出 △414 △61

投資有価証券の取得による支出 △817 △472

その他 △92 9

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,324 2,620
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(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) 

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） 72 △27,770

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 13,000 18,000

長期借入れによる収入 36,439 6,800

長期借入金の返済による支出 △17,362 △9,780

債権流動化の返済による支出 － △2,220

社債の償還による支出 △5,000 －

配当金の支払額 △473 △473

財務活動によるキャッシュ・フロー 26,676 △15,443

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 124

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 12,860 △15,011

現金及び現金同等物の期首残高 13,201 25,003

現金及び現金同等物の四半期末残高 26,062 9,991
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   該当事項はありません。 
  

  a．事業の種類別セグメント情報 
  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）  

 
(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は以下のとおりであります。 
     ①賃貸事業・・・・情報・事務用機器、産業・土木・建設機械等の賃貸（リース・レンタ  
              ル）業務等 
     ②営業貸付事業・・金銭の貸付、ファクタリング、割賦販売業務等 
     ③その他の事業・・物品売買、賃貸取引の満了・中途解約に伴う物件売却、保守料の回収 
              代行業務等 
  b．所在地別セグメント情報 
   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）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。 
  
  c．海外売上高 
   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） 
    
     海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、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。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

賃貸事業 営業貸付事業 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）

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 61,216 807 3,578 65,602 － 65,602

(2) セグメント間の内部売上
－ － 0 0 (0) －

   高又は振替高

計 61,216 807 3,579 65,603 (0) 65,602

営業利益 
または営業損失（△）

1,423 △ 43 342 1,722 (358) 1,363

賃貸事業 営業貸付事業 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）

売上高 55,253 989 3,162 59,405 - 59,405

営業利益 1,218 191 2,007 3,417 (358) 3,058
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(１)事業の種類別状況 
 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賃貸事業・・・・情報・事務用機器、産業・土木・建設機械等の賃貸（リース、レンタ 
              ル）業務等 
     ②営業貸付事業・・金銭の貸付、ファクタリング、割賦販売業務等 
     ③その他の事業・・物品売買、賃貸取引の満了・中途解約に伴う物件売却、保守料の回収 
              代行業務等 
  
(２)営業資産残高 

 

6. その他の情報

事業区分
売上高 売上原価 差引利益 資金原価 売上総利益

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

賃貸事業 61,216 56,090 5,125 1,604 3,520

営業貸付事業 807 5 802 167 634

その他の事業 3,578 2,769 809 43 766

合計 65,602 58,864 6,737 1,815 4,922

事業区分
売上高 売上原価 差引利益 資金原価 売上総利益

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

賃貸事業 55,253 49,381 5,871 1,402 4,469

営業貸付事業 989 0 989 126 863

その他の事業 3,162 651 2,510 30 2,479

合計 59,405 50,034 9,371 1,559 7,812

前第１四半期 当第１四半期 （参考）

連結会計期間末 連結会計期間末 増減 前連結会計年度末

事業区分

（平成20年６月30日） （平成21年６月30日） （平成21年３月31日）

金額 構成比 金額 構成比 金額 金額 構成比

賃貸事業 564,974 79.8 506,291 77.9 △58,682 515,376 77.8

営業貸付事業 143,049 20.2 143,802 22.1 753 147,290 22.2

合計 708,023 100.0 650,094 100.0 △57,929 662,667 100.0
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