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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）

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 ％

22年3月期第1四半期 70,573 △17.4 9,005 △64.6 10,047 △61.6 7,262 △63.7

21年3月期第1四半期 85,400 ― 25,410 ― 26,149 ― 20,029 ―

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 46.24 46.24
21年3月期第1四半期 127.42 127.42

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 1,563,030 457,052 29.0 2,889.80
21年3月期 1,605,567 452,406 27.7 2,831.36

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  452,754百万円 21年3月期  445,074百万円

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 ― 50.00 ― 20.00 70.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

30.00 ― 30.00 60.00

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  
 

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

第2四半期 
連結累計期間

133,500 △20.8 15,400 △50.4 15,700 △51.1 16,300 △37.1 103.69

通期 260,400 △19.7 32,200 4.8 32,900 0.8 32,200 135.7 204.84
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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）  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。 

(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、５ページ【定性的情報・財務情報等】 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 

  業績予想（平成21年５月14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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 株式会社ＤＣキャッシュワン ）

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 159,628,280株 21年3月期  159,628,280株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,954,800株 21年3月期  2,433,889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 157,076,836株 21年3月期第1四半期 157,194,480株
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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 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出や生産など一部に持ち直しの動きがみられるものの、企

業収益や設備投資が大幅に減少しているほか、雇用情勢が急速に悪化しているなど、引き続き厳しい状況でありま

す。このような状況のもと、利息返還請求が依然として高止まり状態であることなども加わり、当社グループを取

り巻く経営環境は更に厳しさを増しております。 

当連結会計年度においては、「ローン事業の顧客基盤、収益基盤の確保」、「改正貸金業法への的確な対応」、「コス

ト構造改革の推進」、「MUFG グループとの業務提携の推進」を重点課題とし、国内においてはローン事業を軸に、

信用保証事業、債権管理回収事業などの事業活動を推進、海外においては、タイ王国（ローン事業、個品あっせん

事業）及びインドネシア共和国（銀行業）にて事業展開をおこなっております。 

当第１四半期連結会計期間においては、MUFG グループとの業務提携の一環として、本年４月１日に株式会社

DCキャッシュワン（以下「キャッシュワン」という。）の信用保証事業を三菱UFJニコス株式会社へ譲渡した後に

キャッシュワンを100％子会社化し、本年５月１日に当社に吸収合併したほか、本年４月１日に100％子会社の株式

会社リレイツをエム・ユー・コミュニケーションズ株式会社（以下「MUCC」という。）に吸収合併するとともに、

同日よりMUCC を当社の持分法適用関連会社といたしました。今後も引き続きMUFG グループ内の信用保証事業

の再編などの業務提携を進めてまいります。 

当第１四半期連結会計期間における営業収益は、営業貸付金利息の減少を主な要因に前年同期に比べ148億２千

７百万円減の705億７千３百万円（前年同期比17.4％減）となりました。 

一方、営業費用は、金融費用、債権買取原価、一般管理費などが減少したものの、貸倒引当金繰入額の増加を主

な要因に15億７千７百万円増加したことにより、営業利益は前年同期に比べ164億４百万円減の90億５百万円（前

年同期比64.6％減）、経常利益は161億２百万円減の100億４千７百万円（前年同期比61.6％減）となりました。

四半期純利益は、法人税等調整額が30億３千６百万円減少したことなどにより、前年同期に比べ127億６千６百万

円減の72億６千２百万円（前年同期比63.7％減）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１四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425億３千６百万円減少、

自己資本は76億８千万円増加となり、自己資本比率は1.3ポイント増加し29.0％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446億円の減少、固定資産が20億６千４百万円の増加となりました。流動資

産の主な増減内容は、営業貸付金(335億４百万円減）、有価証券（110億９千万円減）、現金及び預金（87億８千

７百万円減）、繰延税金資産（29億１千万円減）などの減少、短期貸付金（99億９千９百万円増）、商品有価証券

（44億３千４百万円増）などの増加であります。固定資産の主な増加内容は、投資有価証券（36億９千４百万円

増）などの増加であります。 

 
（負債の部） 

負債の部については、流動負債が27億２百万円の増加、固定負債が498億８千４百万円の減少となり、負債合

計では471億８千２百万円の減少となりました。主な増減内容は、利息返還損失引当金（385億円減）、借入金・

社債（115億９千７百万円減）などの減少、銀行業預金（72億７千９百万円増）などの増加であります。 

 

（純資産の部） 
純資産の部については、利益剰余金が41 億１千９百万円増加などにより、株主資本が28 億５千６百万円の増

加となり、評価・換算差額等が48 億２千４百万円増加、少数株主持分が30 億３千４百万円減少となりました。

その結果、純資産合計は46億４千６百万円の増加となりました。 
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（２）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（以下「資金」という。）は、1,219億２千２百万円と

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129億９百万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113億

４千７百万円、利息返還損失引当金の減少が 385 億円となり、営業貸付金の減少による資金の増加（371 億６千

９百万円）、銀行業預金の増加による資金の増加(59億９千７百万円）、商品有価証券の増加による資金の減少(40

億８千６百万円）などによるものです。 

 
（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34億９百万円の減少となりました｡これは主に､子会社株式の取得による支出(35億７千

７百万円）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 190 億７千８百万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による収入を146億８千８百万円上回ったことと、配当金の支払額（31億２千５百万円）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 

平成21年５月14日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の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㈱ＤＣキャッシュワンについては、平成21年５月１日付で当

社に吸収合併しました。

(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

①会計処理基準に関する事項の変更

該当事項はありません。

②表示方法の変更

＜四半期連結損益計算書＞

　前第１四半期連結累計期間において区分掲記していた営業収益の「売上高」及び営業費用の「売上原

価」は、前連結会計年度においてジェイ・エル・エイ㈱（不動産関連事業及び店舗設計・施工業、ビル

メンテナンス業）及びアコムレンタル㈱（レンタル事業）を連結除外したことにより、重要性が乏しく

なっため、当第１四半期連結累計期間より、営業収益の「売上高」は「その他の営業収益」に、営業費

用の「売上原価」は「その他の営業費用」にそれぞれ含めて表示しております。

　なお、当第１四半期連結累計期間の「売上高」は122百万円、「売上原価」は89百万円であります。

　前第１四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めていた「貯蔵品廃棄損」は、営

業外費用総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記しております。

　なお、前第１四半期連結累計期間の「貯蔵品廃棄損」は0百万円であります。

＜四半期連結キャッシュ・フロー計算書＞

　前第１四半期連結累計期間において区分掲記していた投資活動によるキャッシュ・フローの「その他

の投資の増加による支出」及び「その他の投資の減少による収入」は、重要性が乏しいため、当第１四

半期連結累計期間より「その他の投資活動による増減額（△は減少）」に含めて表示しております。

　なお、当第１四半期連結累計期間の「その他の投資の増加による支出」は△62百万円、「その他の投

資の減少による収入」は94百万円であります。

　前第１四半期連結累計期間において、財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた

「ファイナンス・リース債務の返済による支出」は、全額当該科目の金額であるため、当第１四半期連

結累計期間より区分掲記しております。

　なお、前第１四半期連結累計期間の「ファイナンス・リース債務の返済による支出」は△70百万円で

あります。
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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 ※３  82,486 ※３  91,273

営業貸付金 ※２, ※５  1,282,661 ※２, ※５  1,316,166

銀行業貸出金 18,347 18,081

割賦売掛金 67,224 68,027

有価証券 15,900 26,990

親会社株式 7,293 5,805

営業投資有価証券 3,170 3,198

商品有価証券 8,541 4,106

商品及び製品 1,040 1,042

原材料及び貯蔵品 100 169

買取債権 19,658 20,923

繰延税金資産 28,762 31,672

短期貸付金 24,995 14,995

その他 23,018 24,281

貸倒引当金 △92,620 △91,553

流動資産合計 1,490,581 1,535,181

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※１  11,587 ※１  12,018

器具備品（純額） ※１  12,496 ※１  12,529

土地 6,521 6,518

その他（純額） ※１  394 ※１  415

有形固定資産合計 30,999 31,481

無形固定資産 715 724

投資その他の資産   

投資有価証券 23,554 19,859

繰延税金資産 206 324

差入保証金 9,259 9,643

前払年金費用 4,053 4,517

その他 ※５  5,081 ※５  5,318

貸倒引当金 △1,421 △1,484

投資その他の資産合計 40,733 38,179

固定資産合計 72,449 70,385

資産合計 1,563,030 1,605,567

アコム㈱ (8572) 平成22年３月期 第１四半期決算短信

- 6 -



（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 855 1,012

短期借入金 19,278 29,164

1年内返済予定の長期借入金 ※２  146,068 ※２  147,831

1年内償還予定の社債 70,000 57,800

銀行業預金 34,656 27,376

未払法人税等 165 306

債務保証損失引当金 ※４  1,700 ※４  2,351

割賦利益繰延 4,347 4,353

その他 12,465 16,638

流動負債合計 289,538 286,835

固定負債   

社債 173,983 193,463

長期借入金 ※２  388,286 ※２  380,957

繰延税金負債 5,861 5,277

退職給付引当金 151 146

役員退職慰労引当金 20 35

利息返還損失引当金 244,900 283,400

その他 3,236 3,044

固定負債合計 816,440 866,325

負債合計 1,105,978 1,153,160

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 339,180 335,061

自己株式 △19,770 △18,507

株主資本合計 459,252 456,396

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,282 △7,631

為替換算調整勘定 △3,215 △3,691

評価・換算差額等合計 △6,498 △11,322

少数株主持分 4,297 7,331

純資産合計 457,052 452,406

負債純資産合計 1,563,030 1,605,567
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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) 

営業収益   

営業貸付金利息 71,361 60,736

銀行業貸出金利息 595 598

総合あっせん収益 1,141 949

個品あっせん収益 1,146 894

信用保証収益 1,805 1,763

買取債権回収高 3,845 2,512

その他の金融収益 ※１  386 ※１  352

売上高 1,809 －

その他の営業収益 3,308 2,766

営業収益合計 85,400 70,573

営業費用   

金融費用 ※２  5,551 ※２  5,405

債権買取原価 2,769 1,258

売上原価 912 －

その他の営業費用 ※３  50,756 ※３  54,903

営業費用合計 59,990 61,568

営業利益 25,410 9,005

営業外収益   

受取利息 88 60

受取配当金 553 322

負ののれん償却額 － 513

受取家賃 101 98

その他 41 77

営業外収益合計 785 1,072

営業外費用   

支払利息 4 0

持分法による投資損失 － 15

為替差損 27 3

貯蔵品廃棄損 － 10

保険解約損 10 －

その他 3 1

営業外費用合計 46 30

経常利益 26,149 10,047

特別利益   

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 632 215

事業分離における移転利益 － 1,323

その他 15 0

特別利益合計 648 1,540

特別損失   

固定資産売却損 1 8

固定資産除却損 56 138

投資有価証券評価損 16 0

事業再編損 － 87

その他 10 5

特別損失合計 85 239

税金等調整前四半期純利益 26,711 11,347

法人税、住民税及び事業税 134 106

法人税等調整額 6,233 3,197

法人税等合計 6,368 3,303

少数株主利益 313 781

四半期純利益 20,029 7,262

アコム㈱ (8572) 平成22年３月期 第１四半期決算短信
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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 26,711 11,347

減価償却費 767 615

のれん償却額 171 △513

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,062 729

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 1 △651

退職給付引当金の増減額（△は減少） △55 2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △46 △45

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △34,764 △38,500

受取利息及び受取配当金 △642 △382

支払利息 4 0

社債発行費償却 81 －

為替差損益（△は益） △18 △110

持分法による投資損益（△は益） － 15

有形固定資産売却損益（△は益） 1 △0

有形固定資産除却損 56 138

投資有価証券売却損益（△は益） △632 △215

投資有価証券評価損益（△は益） 16 0

売上債権の増減額（△は増加） 101 －

営業貸付金の増減額（△は増加） 38,717 37,169

銀行業貸出金の増減額（△は増加） △552 369

割賦売掛金の増減額（△は増加） 3,251 958

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △219 28

商品有価証券の増減額（△は増加） △7,555 △4,086

たな卸資産の増減額（△は増加） △12 70

買取債権の増減額（△は増加） 2,804 1,264

その他の流動資産の増減額（△は増加） △716 1,145

前払年金費用の増減額（△は増加） 165 463

仕入債務の増減額（△は減少） △445 △159

銀行業預金の増減額（△は減少） △2,867 5,997

割賦利益繰延の増減額（△は減少） △370 △26

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,454 △3,774

その他の営業活動による増減額（△は減少） 221 893

小計 15,657 12,745

利息及び配当金の受取額 631 404

利息の支払額 △4 △0

法人税等の還付額 2 －

法人税等の支払額 △1,010 △241

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 15,243 12,909

アコム㈱ (8572) 平成22年３月期 第１四半期決算短信
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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) 

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 400 1

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 13,018 －

有形固定資産の取得による支出 △304 △539

有形固定資産の売却による収入 4 2

投資有価証券の売却による収入 661 501

子会社株式の取得による支出 － △3,577

子会社株式の売却による収入 － 170

その他の投資の増加による支出 △62 －

その他の投資の減少による収入 170 －

その他の投資活動による増減額（△は減少） 0 32

投資活動によるキャッシュ・フロー 12,888 △3,409

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 62,698 25,665

短期借入金の返済による支出 △65,200 △36,551

社債の発行による収入 14,926 －

社債の償還による支出 △30,000 △7,950

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 34,430 28,315

長期借入金の返済による支出 △64,088 △24,168

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △1

自己株式の取得による支出 △0 △1,263

配当金の支払額 △7,781 △3,125

その他 △70 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △45,085 △19,078

現金及び現金同等物に係る換算差額 △683 127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △17,636 △9,450

現金及び現金同等物の期首残高 152,221 131,477

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ △104

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  134,585 ※１  121,922

アコム㈱ (8572) 平成22年３月期 第１四半期決算短信
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アコム㈱ (8572) 平成22年３月期 第１四半期決算短信

(4) 継続企業の前提に関する注記

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）

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

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）

　全セグメントの売上高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

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」の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合がいずれも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

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

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）

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 　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。 　約を結んでいる金額であります。

※３．現金及び預金には、連結子会社のインドネシア ※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 1,454百万円が 　　　中央銀行の規則に基づく準備金 1,777百万円が

　　　含まれております。 　　　含まれております。

前 連 結 会 計 年 度 末

1年内返済予定の
長期借入金

21,160百万円 

46,441百万円 46,953百万円 

(930百万円)
17,526百万円 

(701百万円)
22,948百万円 

(931百万円)
営業貸付金

28,963百万円 
営業貸付金

1年内返済予定の
長期借入金

長期借入金

合 計

( － 百万円)
7,798百万円 5,417百万円 

長期借入金

(700百万円)

( － 百万円)

(930百万円)
28,958百万円 

合 計

当第１四半期連結会計期間末

（平成21年３月31日）（平成21年６月30日）

22,943百万円 
(700百万円)
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※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。

142,000百万円 

３ヵ月以上

緩和債権

保証債務 118,777百万円 保証債務 144,351百万円 

389百万円 

2,351百万円 

(4,170)

(17,873)

差 引 117,077百万円 

(52,779)

4,170 

延滞債権

３ヵ月以上

区　分 金　額 分 類 基 準

延滞債権 (17,752)

破綻先債権 (4,405)

1,700百万円 

527百万円 

債務保証損失引当金

分 類 基 準

債務保証損失引当金
差 引

128,223 

(96,278)

40,580 

合　計

(54,660)

(19,460)

80,425 

延滞債権

（平成21年３月31日）

前 連 結 会 計 年 度 末

4,405 

緩和債権 38,691 

当第１四半期連結会計期間末

延滞債権

区　分

破綻先債権

(24,489)

3,789 2,811 

貸出条件

130,272 

83,620 

合　計

（平成21年６月30日）

金　額

貸出条件

(99,312)
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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

商品有価証券運用益

デリバティブ評価益

※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

※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

従業員給与手当賞与 利息返還損失引当金繰入額

退職給付費用 従業員給与手当賞与

役員退職慰労引当金繰入額 退職給付費用   

福利厚生費 役員退職慰労引当金繰入額

賃借料 福利厚生費

減価償却費 賃借料

支払手数料 減価償却費

のれん償却額 支払手数料

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

　　　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

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

べての金融収益

　(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、

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

541百万円 

615百万円 

7,426百万円 

874百万円 

2,651百万円 

1,939百万円 

28,634百万円 

43百万円 

3,145百万円 

1,292百万円 

17百万円 

137百万円 

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

667百万円 

10百万円 

）（

3,315百万円 

171百万円 

69百万円 

6,856百万円 

604百万円 

576百万円 

35百万円 

1,406百万円 

230百万円 

20百万円 

自　平成20年４月１日
）至　平成20年６月30日

前第１四半期連結累計期間

81百万円 

228百万円 

2,913百万円 

8,698百万円 

19,845百万円 

967百万円 

2,785百万円 

624百万円 

5,902百万円 

738百万円 

704百万円 

63百万円 

34百万円 

3百万円 

18百万円 
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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 ※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 　　　結貸借対照表に掲記されている科目の金額との

　　　関係 　　　関係

（平成20年６月30日現在） （平成21年６月30日現在）

現金及び預金勘定 現金及び預金勘定

有価証券勘定 有価証券勘定

短期貸付金勘定 短期貸付金勘定

銀行業における準備金

銀行業における準備金

 （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１四半期連結会計期間において、その他有価証券で時価のあるものについて減損処理を行った

　　　ものはありません。

　　　　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。

51 

134,585百万円 

51 

△ 4百万円 

0 

差　額

当第１四半期連結累計期間

85,665百万円 

現金及び現金同等物

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）

△ 400百万円 

四半期連結貸借
対照表計上額

区　　　　分

△ 2,769百万円 

債券、株式投資信託及び
取得日から３ヵ月を超え
て満期日の到来する公社
債投資信託

預入期間３ヵ月超の
定期預金

△ 605百万円 

合　　　　計 △ 1,662 

917 (c)

－ 

）至　平成21年６月30日（
自 平成21年４月１日

15,900百万円 

82,486百万円 

24,995百万円 

－ － 

預入期間３ヵ月超の
定期預金

現金及び現金同等物

△ 1,471 25,359 

預入期間３ヵ月超の
譲渡性預金

）

(b)

26,830 

取得原価

(a)

－ 

△ 589百万円 

12,619百万円 

40,664百万円 

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

－ 

－ 

27,798 

△ 191 725 

26,136 

△ 1,454百万円 

121,922百万円 
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 （企業結合等関係）

 （共通支配下の取引等）

　当社は平成21年２月19日開催の取締役会決議に基づき、平成21年４月１日付で、連結子会社である㈱Ｄ

Ｃキャッシュワンを完全子会社とし、平成21年５月１日付で、吸収合併いたしました。その概要は次のと

おりであります。

１．結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的

　　を含む取引の概要

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容

①結合企業

名称：アコム㈱

事業の内容：ローン事業

②被結合企業

名称：㈱ＤＣキャッシュワン

事業の内容：ローン事業

(2) 企業結合の法的形式

当社を存続会社、㈱ＤＣキャッシュワンを消滅会社とする吸収合併

(3) 結合後企業の名称

アコム㈱

(4) 取引の目的を含む取引の概要

　平成20年９月８日に当社、㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ及び㈱三菱東京ＵＦＪ銀行と

の間で合意した「アコムと三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ及び三菱東京ＵＦＪ銀行の業務・

資本提携の更なる強化について」に基づく、ＭＵＦＧグループのコンシューマーファイナンス事業

の競争力強化に向けた機能再編のための一環として行ったものであります。

２．実施した会計処理の概要

　「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会平成15年10月31日公表分）及び「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会　企業会計基準適用指針第10号　平成

19年11月15日公表分）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っています。

３．子会社から引継いだ資産及び負債の内訳

（平成21年４月30日現在）

（資産の部） （負債の部）

現金及び預金 長期借入金

営業貸付金 未払法人税等

投資有価証券 その他

その他 負債合計

資産合計 差引

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

金額（百万円）

74,695

1,161

77,304

237

798

33

8,799

科目 科目金額（百万円）

5,153

83,494

73,500
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　当社の連結子会社である㈱ＤＣキャッシュワンは、平成21年１月27日開催の取締役会決議に基づき、平

成21年４月１日付で、信用保証事業を会社分割し、三菱ＵＦＪニコス㈱へ承継いたしました。その概要は

次のとおりであります。

１．分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由及び法的形式を含む事業分離の

　　概要

(1) 分離先企業の名称

三菱ＵＦＪニコス㈱

(2) 分離した事業の内容

信用保証事業

(3) 事業分離を行った主な理由

　平成20年９月８日に当社、㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ及び㈱三菱東京ＵＦＪ銀行と

の間で合意した「アコムと三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ及び三菱東京ＵＦＪ銀行の業務・

資本提携の更なる強化について」に基づく、ＭＵＦＧグループのコンシューマーファイナンス事業

の競争力強化に向けた機能再編のための一環として行ったものであります。

(4) 法的形式を含む事業分離の概要

㈱ＤＣキャッシュワンを分割会社、三菱ＵＦＪニコス㈱を承継会社とする吸収分割

２．実施した会計処理の概要

　「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会平成15年10月31日公表分）及び「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会　企業会計基準適用指針第10号　平成

19年11月15日公表分）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っています。

３．移転した事業に係る資産及び負債の内訳

信用保証事業に係る保証債務残高 28,628百万円

債務保証損失引当金 643百万円
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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株当たり四半期純利益

潜在株式調整後 潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益 １株当たり四半期純利益

(注) １株当たり四半期純利益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

△ △

(△ ) (△ )0百万円

－株

－

－百万円

7,262百万円

157,076,836株

0百万円

156,673,480株 157,194,391株

当第１四半期連結累計期間

）

46.24円

自 平成21年４月１日

46.24円

7,262百万円

（うち子会社の発行する潜在株式に
係る持分比率の変動）

0百万円

20,029百万円

前連結会計年度末

0百万円

127.42円

（うち少数株主持分）

2,889.80円

452,406百万円

(平成21年３月31日)

前 連 結 会 計 年 度 末

2,831.36円

（平成21年３月31日）

至　平成20年６月30日（

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

純資産の部の合計額から控除する金額

（

当第１四半期連結累計期間

(7,331百万円)

445,074百万円452,754百万円

4,297百万円

当第１四半期連結会計期間末

7,331百万円

自 平成20年４月１日
)至 平成20年６月30日

(4,297百万円)

(

前第１四半期連結累計期間

127.42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21年６月30日

(
自 平成21年４月１日

)至 平成21年６月30日

（平成21年６月30日）

普通株主に帰属しない金額

(平成21年６月30日)

457,052百万円

１株当たり四半期純利益

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

前第１四半期連結累計期間
自　平成20年４月１日

当第１四半期連結会計期間末

20,029百万円

－百万円

普通株式に係る四半期純利益

普通株式の期中平均株式数

－

－株

157,194,480株

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
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 （重要な後発事象）
　当社は、平成21年７月21日開催の取締役会において、三菱ＵＦＪ住宅ローン保証㈱の無担保カードローン
の信用保証に関する事業を会社分割により承継することを決議いたしました。

 １．会社分割の理由
　平成20年９月８日に当社、㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ及び㈱三菱東京ＵＦＪ銀行との
間で合意した「アコムと三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ及び三菱東京ＵＦＪ銀行の業務・資本
提携の更なる強化について」に基づく、ＭＵＦＧグループのコンシューマーファイナンス事業の競争
力強化に向けた機能再編のための一環として行うものです。

 ２．承継する事業内容、規模等
(1) 承継する事業内容

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行が販売する無担保カードローンの会員から委託を受けて保証する信用保証
事業

(2) 承継する事業の経営成績（平成21年３月期）
 　　　　 営業収益　　  8,905百万円

(3) 承継する譲受け資産、負債の項目及び金額（平成21年３月31日現在）
負債：債務保証損失引当金　 6,435百万円など

(4) 事業承継に係る対価
現金　 　　   5,200百万円

 ３．会社分割の形態
　当社を承継会社として、三菱ＵＦＪ住宅ローン保証㈱を分割会社とする吸収分割方式であります。

 ４．会社分割に係る分割会社及び承継会社の概要
（平成21年３月31日現在）

 ５．会社分割の時期：平成21年９月１日

 ６．実施する会計処理の概要

　「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会平成15年10月31日公表分）及び「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会　企業会計基準適用指針第10号　平成

19年11月15日公表分）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行います。

377名 

982,788百万円 
資産
負債

三菱ＵＦＪ住宅ローン保証㈱
（分割会社）

2,636名 
純資産

従業員数

アコム㈱
（承継会社）

103,728百万円   440,398百万円 

290,686百万円 1,423,187百万円 
186,957百万円 
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 （参考）

【四半期財務諸表】

①四半期個別財務諸表は法定開示におけるレビュー対象ではありません。

②「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府第63号）に従い、四半期

　財務諸表を作成しております。

(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
商品及び製品
原材料及び貯蔵品
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
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

（平成21年３月31日）

137 

1,448,446 1,423,187 

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

447,549 440,398 
△3,282 △7,631 
△3,282 △7,631 

450,832 448,030 
△19,770 △18,507 
330,759 326,694 
76,010 76,010 
63,832 63,832 

1,000,897 982,788 
776,685 781,280 

664 666 
244,900 283,400 

67 

1,617 1,124 
364,503 311,089 
165,000 185,000 

224,211 201,507 
10,586 12,961 
1,700 3,390 

91 230 
70,000 50,000 

141,608 134,644 
225 281 

1,448,446 1,423,187 
124,676 128,126 
94,608 97,498 

△1,400 △1,460 
96,008 98,958 

698 707 
29,369 29,920 

1,323,770 1,295,061 
△85,600 △82,540 

55,802 46,521 
26,851 29,889 

1,034 1,034 
15,000 26,000 
30,839 32,228 

1,212,596 1,171,893 
67,178 69,895 

（平成21年６月30日）

当第１四半期会計期間末
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(2) 【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（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

受取家賃

その他

営業外収益合計

営業外費用

支払利息

為替差損

貯蔵品廃棄損

保険解約損

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

抱合せ株式消滅差益

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

投資有価証券評価損

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

55,507 

当第１四半期累計期間

（自　平成21年４月１日　
　至　平成21年６月30日）

6,078 

19,853 

3,062 

7,209 

45 

6,033 

25 

3,037 

84 

25,932 

151 

10,272 

16 

10 

0 

5 

1 

55 

8 

137 

648 1,824 

632 

15 

215 

0 

－ 154 

－ 1,453 

0 － 

15 

25,368 

27 

8,599 

10 

4 

－ 

1 

0 

754 

0 

1,022 

100 

108 

322 

98 

99 

569 

242 

7,872 

234 

24,361 

41,215 

44,970 

48,927 

52,904 

3,754 3,977 

2,208 

69,332 

24 

2,221 

60,777 

1,128 

2,561 

943 

2,080 

前第１四半期累計期間

（自　平成20年４月１日　
　至　平成20年６月30日）

63,304 

129 

－ 10 

－ 16 
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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

銀 行 業 892 1.0

－

前連結会計年度末

1,551,944

100.0

ク レ ジ ッ ト カ ー ド

自 平成20年４月１日自 平成21年４月１日)

前連結会計年度

( )至 平成21年３月31日至 平成21年６月30日

1,429,366

（平成20年６月30日）

ロ ー ン 事 業

合　　　　　計 85,400

前第１四半期末

)(

1,391

構成比

1.5

％ 

至 平成20年６月30日

73,416

83,989

0.4

金　　額

当第１四半期

4.7

3.2

86.0

98.3

前第１四半期

自 平成20年４月１日

2,146

個 品 あ っ せ ん 事 業

銀 行 業

36,267

36,640

39,492

債 権 管 理 回 収 事 業 27,834

ロ ー ン 事 業

金 融 サ ー ビ ス 事 業

1,263

信 用 保 証 事 業

100.070,571

2,738

1.6

1,057

1,029

1.3

そ の 他 の 事 業

総 合 あ っ せ ん 事 業

1,075

1.7

レ ン タ ル 事 業

そ の 他 247

債 権 管 理 回 収 事 業 4,040

そ の 他

1,410

個 品 あ っ せ ん 事 業

18,347

そ の 他 372

18,610

168

0.3

総 合 あ っ せ ん 事 業

（件） 235,220

合　　　　　計

（名） 791,830

ロ ー ン 事 業 （件）

総 合 あ っ せ ん 事 業

（平成20年６月30日）

278,010

335

（平成21年３月31日）

100.0

62,749

2,650

52

－ 3,436

16,446

4,690

11,629

277,628

金　　額 構成比金　　額

％ 

構成比

1.5

1.5

88.9

218

30,839

319,903

％ 

0.0

3.0

3.7

0.1 1,127

4,989

0.0

（平成21年６月30日）

36,216

1,282,661

582,823

3,126,916

（平成21年３月31日）

35,580

18,081

3,070,579

525,226

4,233 2,203

3,154,785

787,597

283,503

523,023

208,121

4,087

1,056

1,316,166

324,396

（平成21年６月30日）

1,423,197

前連結会計年度末

19,658 20,923

当第１四半期末

1,387,892

2

1.1

31,008

0.3

1.44,493

2

当第１四半期末

100.070,573

98.6

85.6

1.5

5.1

1.5

3.6

32,228

0.3

32,446

220,182

2,689

4,119

(

886 1.3 3,390 1.0

580,134

255,934

そ の 他

ク レ ジッ トカ ード

個 品 あ っ せ ん 事 業 （件）

前第１四半期末

銀 行 業 （件） 3,843

債 権 管 理 回 収 事 業
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  ③ その他

期　別

項　目

143,557

（平成21年６月30日）

貸 倒 損 失 額（百万円） 27,512

利 息 返 還 損 失 額（百万円） 34,764 39,238

28,539

当第１四半期末

244,900

94,042

1,700

1,764

前連結会計年度末

283,400

6,266

111,866

2,351

93,037

1,747

6,330

（平成21年３月31日）

前第１四半期末

（百万円）

社 員 数

店 舗 数 （店） 1,840

利息返還損失引当金残高 340,035

（平成20年６月30日）

（名） 6,219

貸 倒 引 当 金 残 高（百万円） 111,631

債務保証損失引当金残高（百万円） 2,193
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