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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 33,159 △10.8 1,338 △22.4 1,864 8.8 △408 ―

21年3月期第1四半期 37,160 ― 1,725 ― 1,713 ― 597 ―

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 △2.33 ―

21年3月期第1四半期 3.41 ―

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 3,003,127 98,984 3.3 565.23
21年3月期 3,024,588 97,849 3.2 558.74

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  98,968百万円 21年3月期  97,833百万円

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 ― 0.00 ― 4.00 4.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 4.00 4.00

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

66,000 △10.0 1,200 △61.9 2,400 △26.1 △1,200 ― △6.85

通期 130,000 △8.5 3,500 △33.6 5,900 △6.0 800 △69.1 4.57
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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、８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） 

(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 

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。業績予想の前提となる仮定等については、８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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 175,395,808株 21年3月期  175,395,808株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  300,956株 21年3月期  298,526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 175,095,309株 21年3月期第1四半期 175,123,930株
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(％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率) 

 
(注) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 

  
 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  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。業績予想の前提となる仮定等については、８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。 

5. 平成22年３月期の個別業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

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２四半期累計期間 64,300 △5.5 2,600 △21.0 2,600 18.5 △1,000 － △5 71

通期 126,100 △4.8 5,800 13.1 5,800 55.0 800 △48.1 4 57
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年秋以降の米国発金融危機の影響による世界的景

気後退の中、企業収益や雇用情勢の悪化等、景気の先行き不透明感が一段と深まりました。 

当業界におきましては、個人消費の低迷に加え割賦販売法・貸金業法等の関連業法の改正の影響により

消費者信用マーケットが縮小状態にあります。このような大変厳しい経営環境において、従来のビジネス

モデルの抜本的見直しが喫緊の課題となっております。 

このような中、当社グループは前年度スタートした中期３ヵ年経営計画「VIC10（ヴィック・テン）」

の２年目を迎え、これらの経営環境に対応するため、「事業の収益性向上策」及び「構造改革によるコス

ト削減策」を実行すること、特に第１四半期は景気後退による営業収益の減少を経費構造のスリム化を行

うことで経常利益の確保を目指しました。 

営業面においては、厳しい環境の中、取扱高計画は未達となりましたが、引き続きクレジット事業とカ

ード事業を複合・横断的に推進する体制を推し進め、各種営業施策、新規加盟店開拓、既存加盟店の活性

化等を継続的に実施してまいりました。 

また、営業費用につきましては、全社的なコスト削減に努めたほか、与信の厳格化や加盟店管理の強化

を継続したことで未収債権の増加が抑制され、貸倒関連費用を圧縮することができました。 

以上の結果、第１四半期の営業収益は331億59百万円（前年同期比10.8％減）、経常利益は18億64百万

円（前年同期比8.8％増）となりました。一方、希望退職者募集に伴う割増退職金等の特別損失を計上し

たことにより、四半期純損失は４億８百万円（前年同四半期純利益５億97百万円）となりました。 

  

個人消費の低迷に加えて、採算性の観点から主要提携先を含む各取引先との取引を見直したことから取

扱高は減少となりました。 

新規カード会員につきましては、大型スポーツ用品店、家電量販店、スポーツクラブなどの大手提携先

からの獲得により、順調に推移いたしました。また、６月から新カードの「ジャックスカードゴールドＪ

ＣＢ」と「美otopeカード」の募集を開始いたしました。 

ＥＴＣカード会員の獲得においても、本年３月から導入された高速道路の自動料金収受システム（ＥＴ

Ｃ）割引制度が追い風となり、堅調に推移いたしました。 

一方、在籍カード会員数につきましては、利用率の低い提携カードの取引見直しや未稼働会員の整理を

行った結果、微増に留まっております。 

また、公共料金、携帯電話料金、病院等での生活関連分野のカード決済を促進した結果、カード利用率

及び一人当たりの利用額増加につなげることができました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の取扱高は、1,714億94百万円（前年同期比5.2％減）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

（総合あっせん）
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個品あっせんを取巻く環境は、景気の低迷による個人消費の落込みなど、依然として厳しい状態が続い

ております。そのような中、重点攻略分野のひとつであるｅコマースにおいて、既存のインターネットク

レジットシステム（WeBBy）と通信販売を融合させた「通販パック」（通信販売向けアウトソーシング型

クレジットシステム）をリリースし、通信販売業者を中心に積極的に推進いたしました。 

オートローンにつきましては、顧客の希望に応じて毎月の支払額を自由に設定できる「ネオ・バリアぶ

るプラン」の導入拡大などに取り組んでまいりましたが、自動車販売台数減少等の影響により、取扱高が

未達成となり非常に厳しい結果となりました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の取扱高は、715億31百万円（前年同期比21.9％減）となりま

した。 

  

成長分野と位置づける環境及び教育市場を重点的に推進した結果、太陽光発電やオール電化などの環境

商品を取り扱う各種提携ローン、大学・専門学校との提携教育ローンの取扱高が前年対比でプラスに転じ

るなど比較的順調に推移いたしました。一方、オートローン保証につきましては、個人消費の低迷などに

より取扱高は国産車、輸入車ともに前年割れとなっております。   

銀行個人ローン保証については、各地の金融機関との新規提携を積極的に展開し、住宅利用者向けロー

ン保証・マイカーローン保証を中心に拡大いたしましたが、カードローン保証の取扱高減少の影響によ

り、保証残高は僅かに減少いたしました。 

住宅ローン保証については、提携先の投資用マンションの販売が堅調に推移し、取扱高計画を達成する

とともに、保証残高は着実に増加しております。引き続き安定的な収益の拡大に取り組んでまいります。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の取扱高は、1,244億46百万円（前年同期比8.7％減）となりま

した。 

  

改正貸金業法の完全施行を控えて消費者金融市場の収縮が続いており、当社のキャッシングにおいても

影響を受け、残高が減少しております。また、クレジットカード及びローンカードの入会審査につきまし

ては、良質債権の確保の観点から引き続き厳格に対応いたしました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の取扱高は、469億79百万円（前年同期比17.3％減）となりま

した。 

  

集金代行業務については、不動産賃貸管理会社との家賃関連の新規提携先の増加もあり、取扱金額、取

扱件数ともに堅調に推移いたしました。  

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の取扱高は、1,640億86百万円（前年同期比7.8％増）となりま

した。 

  

（個品あっせん）

（信用保証）

（融  資）

（そ の 他）
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（参考） 

（注）下記表の前年同四半期の金額、構成比及び前年同期比増減率は参考として記載しております。 

  

（連結部門別取扱高） 

 
(注)  取扱高の主な内訳は次のとおりであります。 

 
  

部門

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) 前年同期比

（％）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

総合あっせん 180,946 29.3 171,494 29.6 △5.2

個品あっせん 91,567 14.8 71,531 12.4 △21.9

信用保証 136,253 22.1 124,446 21.5 △8.7

融資 56,810 9.2 46,979 8.1 △17.3

その他 152,158 24.6 164,086 28.4 7.8

合計 617,737 100.0 578,538 100.0 △6.3

総合あっせん ：クレジットカードによるあっせん取引であり、取扱高の範囲はアドオン方式については

クレジット対象額に顧客手数料を含めた額であり、リボルビング方式についてはクレジ

ット対象額であります。

個品あっせん ：個別契約による割賦購入あっせん取引であり、クレジット対象額に顧客手数料を含めた

額であります。

信用保証 ：顧客が当社の提携する金融機関等から融資を受ける際に、当社が顧客の債務を保証する

業務であり、取扱高の範囲は残債方式のものは保証元本であり、アドオン方式のものは

保証元本に利息と保証料を含めた額であります。

融資 ：顧客に当社が融資する取引であり、取扱高の範囲は残債方式のものは融資額であり、ア

ドオン方式のものは融資額に利息を含めた額であります。
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 当第１四半期の財政状態は以下のとおりであります。 

(1)資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における資産の残高は、３兆31億27百万円となり、前連結会計年度末と比

較して214億60百万円減少となりました。これは、現金及び預金、割賦売掛金、信用保証割賦売掛金が減

少したこと等によるものであります。 
  

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債の残高は、２兆9,041億43百万円となり、前連結会計年度末

と比較して225億95百万円減少となりました。これは、信用保証買掛金、短期借入金等有利子負債が減少

したこと等によるものであります。 
  

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、989億84百万円となり、前連結会計年度末と比

較して11億35百万円増加となりました。これは、利益剰余金は減少したもののその他有価証券評価差額金

が増加したこと等によるものであります。 
  

なお、提携保証業務のうち保証履行限度額を設定した契約に基づく取扱いについては、当該保証履行限

度額を保証債務残高と認識し、信用保証割賦売掛金及び信用保証買掛金として計上しております。ただ

し、提携金融機関が実施する債権流動化に伴い劣後受益権を取得している場合は、当該保証履行限度額か

ら劣後受益権相当額を控除しております。この結果、当第１四半期連結会計期間末の信用保証割賦売掛金

ならびに信用保証買掛金は、当該契約としなかった場合と比較して、それぞれ4,905億83百万円少なく計

上されております。 
  

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、677億98百万円（前年同期比20億30百万円

増）となりました。 

各活動におけるキャッシュ・フローの状況は以下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による資金の減少は、112億91百万円（前年同期比270億94

百万円増）となりました。これは、売上債権は減少したものの、その他資産が増加したこと等によるもの

であります。なお、提携保証業務のうち保証履行限度額を設定した契約に基づく取扱いについては、(1)

において記載のとおりであり、当第１四半期連結累計期間に係る売上債権のキャッシュ・フローの増加額

及び仕入債務のキャッシュ・フローの減少額は、当該契約としなかった場合と比較して、それぞれ110億

74百万円少なく計上されております。 
  

（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による資金の減少は、６億45百万円（前年同期比８百万円

減）となりました。これは、有形及び無形固定資産の取得による支出等によるものであります。 
  

（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る資金の減少は、137億82百万円（前年同期比92億46

百万円増）となりました。これは、コマーシャル・ペーパーが発行により増加した一方、短期借入金及び

長期借入金が減少したこと等によるものであります。 
  

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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当期の今後の見通しにつきましては、事業環境は厳しくなるものと想定しておりますが、当第１四半期

の業績が概ね計画通りに推移していることから、今後につきましても、計画通り推移するものと想定して

おります。 

 また、今回の希望退職者募集結果に伴う影響もありますが、経済情勢が依然として不透明であり不確定

要素もあるため、平成21年５月11日に発表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につ

きましては変更ありません。なお、個別業績予想につきましても同様です。 
  
  

該当事項はありません。 
  

一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 
  

表示方法の変更 

当第１四半期連結累計期間より区分掲記しております科目につきましては、以下の表を参照願いま

す。 

（四半期連結損益計算書） 

   
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

 
  

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(連結の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

当第１四半期連結累計期間 前第１四半期連結累計期間

表示科目 表示科目
前第１四半期連結累計期
間表示科目に含まれてい
た金額（百万円）

営業費用 営業費用

 金融費用  金融費用

コマーシャル・ペーパー利息 その他の金融費用 509

当第１四半期連結累計期間 前第１四半期連結累計期間

表示科目 表示科目
前第１四半期連結累計期
間表示科目に含まれてい
た金額（百万円）

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

賞与引当金の増減額（△は減少） その他の負債の増減額（△は減少） △958

ポイント引当金の増減額（△は減少） その他の負債の増減額（△は減少） 83
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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 67,798 93,526

割賦売掛金 1,068,087 1,090,646

信用保証割賦売掛金 1,729,366 1,740,180

リース投資資産 16,009 17,333

繰延税金資産 6,216 7,376

立替金 21,464 25,573

未収入金 67,705 27,548

その他 4,212 3,750

貸倒引当金 △50,207 △51,997

流動資産合計 2,930,652 2,953,938

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,243 8,166

減価償却累計額 △3,635 △3,545

建物及び構築物（純額） 4,607 4,620

土地 14,988 14,988

リース資産 273 310

減価償却累計額 △121 △132

リース資産（純額） 151 178

その他 1,469 1,493

減価償却累計額 △898 △885

その他（純額） 570 608

有形固定資産合計 20,318 20,395

無形固定資産   

ソフトウエア 17,697 19,183

その他 144 167

無形固定資産合計 17,842 19,350

投資その他の資産   

投資有価証券 18,562 15,135

固定化営業債権 4,308 4,527

長期前払費用 679 735

繰延税金資産 5,820 5,520

差入保証金 2,470 2,490

前払年金費用 4,862 4,974

その他 786 840

貸倒引当金 △3,176 △3,322

投資その他の資産合計 34,314 30,903

固定資産合計 72,475 70,649

資産合計 3,003,127 3,024,588
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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 46,584 42,560

信用保証買掛金 1,729,366 1,740,180

短期借入金 313,129 321,329

1年内返済予定の長期借入金 100,182 114,655

コマーシャル・ペーパー 122,700 116,400

未払金 6,078 4,284

未払法人税等 207 2,668

預り金 43,368 42,159

賞与引当金 1,234 2,478

ポイント引当金 1,468 1,653

割賦利益繰延 77,277 78,861

その他 5,605 5,074

流動負債合計 2,447,203 2,472,304

固定負債   

社債 33,700 34,500

長期借入金 409,201 405,281

退職給付引当金 18 17

役員退職慰労引当金 50 55

利息返還損失引当金 1,399 1,399

長期預り保証金 3,268 3,246

負ののれん 9,013 9,614

その他 288 318

固定負債合計 456,940 454,434

負債合計 2,904,143 2,926,739

純資産の部   

株主資本   

資本金 16,138 16,138

資本剰余金 30,468 30,468

利益剰余金 51,367 52,476

自己株式 △162 △162

株主資本合計 97,811 98,921

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,340 △926

繰延ヘッジ損益 △184 △161

評価・換算差額等合計 1,156 △1,087

少数株主持分 15 15

純資産合計 98,984 97,849

負債純資産合計 3,003,127 3,024,588

株式会社ジャックス(8584)　平成22年３月期　第１四半期決算短信

ー10ー



(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   

総合あっせん収益 4,218 4,136

個品あっせん収益 9,949 7,035

信用保証収益 8,485 9,152

融資収益 12,081 10,509

その他の営業収益 2,132 2,048

金融収益 293 277

営業収益合計 37,160 33,159

営業費用   

販売費及び一般管理費 31,271 27,928

金融費用   

借入金利息 3,279 3,044

コマーシャル・ペーパー利息 － 469

その他の金融費用 883 377

金融費用合計 4,163 3,891

営業費用合計 35,434 31,820

営業利益 1,725 1,338

営業外収益   

負ののれん償却額 600 600

雑収入 18 48

営業外収益合計 619 649

営業外費用   

利息返還損失引当金繰入額 630 90

雑損失 1 31

営業外費用合計 631 122

経常利益 1,713 1,864

特別利益   

投資有価証券売却益 － 1

受取和解金 － 5

貸倒引当金戻入額 3 －

社債償還益 － 171

特別利益合計 3 178

特別損失   

構造改革費用 － 2,355

固定資産除却損 0 39

投資有価証券売却損 － 6

投資有価証券評価損 14 66

特別損失合計 14 2,466

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,702 △423

法人税、住民税及び事業税 1,354 402

法人税等調整額 △249 △417

法人税等合計 1,104 △15

少数株主利益 0 0

四半期純利益又は四半期純損失（△） 597 △408
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,702 △423

減価償却費 3,993 2,201

負ののれん償却額 △600 △600

貸倒引当金の増減額（△は減少） 678 △1,935

賞与引当金の増減額（△は減少） － △1,243

ポイント引当金の増減額（△は減少） － △185

退職給付引当金の増減額（△は減少） 0 0

投資有価証券売却損益（△は益） － 5

投資有価証券評価損益（△は益） 14 66

社債償還益 － △171

有形及び無形固定資産除却損 0 39

割賦利益繰延の増減額（△は減少） △2,053 △1,584

受取利息及び受取配当金 △293 △277

支払利息 4,163 3,782

売上債権の増減額（△は増加） 33,295 34,916

仕入債務の増減額（△は減少） △15,960 △6,816

その他の資産の増減額（△は増加） △69,629 △36,425

その他の負債の増減額（△は減少） 9,551 2,666

小計 △35,137 △5,986

利息及び配当金の受取額 293 277

利息の支払額 △3,210 △2,805

法人税等の支払額 △331 △2,777

営業活動によるキャッシュ・フロー △38,386 △11,291

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △693 △715

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 － 63

貸付けによる支出 △8 △2

貸付金の回収による収入 15 8

短期貸付金の純増減額（△は増加） － 0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

49 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △636 △645
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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） 8,300 △8,200

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） △35,800 6,300

長期借入れによる収入 19,600 23,023

長期借入金の返済による支出 △15,128 △33,576

社債の償還による支出 － △628

自己株式の売却による収入 － 0

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 － △700

財務活動によるキャッシュ・フロー △23,028 △13,782

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △62,051 △25,728

現金及び現金同等物の期首残高 127,819 93,526

現金及び現金同等物の四半期末残高 65,767 67,798
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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。 

  

【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） 

全セグメントの営業収益の合計及び営業利益の合計額に占める「信販事業」が、いずれも90％を

超えているため、記載を省略しております。 
  
【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） 

国外に所在する連結子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 
  
【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） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(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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・個別業績の概要は法定開示におけるレビュー対象ではありません。 

 
（％表示は対前年同四半期増減率）

 

 
 (2) 個別財政状態 

 

 
  

 
(注) 取扱高の主な内訳は次のとおりであります。 

 
  

「参考」

1. 平成22年３月期第１四半期の個別業績（平成21年４月１日～平成21年６月30日）

 (1) 個別経営成績(累計)

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 32,299 △6.8 2,182 △4.1 2,111 26.7 131 △90.1

21年３月期第１四半期 34,667 ― 2,275 ― 1,665 ― 1,328 ―

 

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 0 75 ― ―
21年３月期第１四半期 7 59 ― ―

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 2,883,723 96,889 3.4 553 36

21年３月期 2,880,707 95,215 3.3 543 78

(参考) 自己資本 22年３月期第１四半期 96,889百万円 21年３月期 95,215百万円

2. 個別部門別取扱高

部門

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)

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) 前年同期比

（％）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

総合あっせん 181,153 29.4 171,669 29.7 △5.2

個品あっせん 91,567 14.8 71,531 12.4 △21.9

信用保証 137,764 22.3 125,587 21.7 △8.8

融資 56,810 9.2 46,979 8.1 △17.3

その他 149,965 24.3 162,331 28.1 8.2

合計 617,262 100.0 578,099 100.0 △6.3

総合あっせん ：クレジットカードによるあっせん取引であり、取扱高の範囲はアドオン方式については

クレジット対象額に顧客手数料を含めた額であり、リボルビング方式についてはクレジ

ット対象額であります。

個品あっせん ：個別契約による割賦購入あっせん取引であり、クレジット対象額に顧客手数料を含めた

額であります。

信用保証 ：顧客が当社の提携する金融機関等から融資を受ける際に、当社が顧客の債務を保証する

業務であり、取扱高の範囲は残債方式のものは保証元本であり、アドオン方式のものは

保証元本に利息と保証料を含めた額であります。

融資 ：顧客に当社が融資する取引であり、取扱高の範囲は残債方式のものは融資額であり、ア

ドオン方式のものは融資額に利息を含めた額であります。
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①「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年内閣府令第63号）に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

②表示方法の変更 

当第１四半期累計期間より区分掲記しております科目につきましては、以下の表を参照願います。 

（四半期損益計算書） 

 

3. 四半期個別財務諸表

当第１四半期累計期間 前第１四半期累計期間

表示科目 表示科目
前第１四半期累計期間表
示科目に含まれていた金
額（百万円）

営業費用 営業費用

 金融費用  金融費用

コマーシャル・ペーパー利息 その他の金融費用 509
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(1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円）

当第１四半期会計期間末
(平成21年６月30日）

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表

(平成21年３月31日）

資産の部

 流動資産

  現金及び預金 56,641 86,940

  割賦売掛金 963,525 971,097

  信用保証割賦売掛金 1,633,564 1,620,777

  前払費用 628 553

  繰延税金資産 6,119 7,254

  未収収益 56 49

  関係会社短期貸付金 3,714 3,565

  立替金 21,464 25,489

  未収入金 57,490 16,571

  その他 2,341 2,198

  貸倒引当金 △42,265 △44,116

  流動資産合計 2,703,280 2,690,380

 固定資産

  有形固定資産

   建物及び構築物 8,076 7,999

    減価償却累計額 △3,561 △3,475

    建物及び構築物（純額） 4,514 4,524

   工具、器具及び備品 1,155 1,143

    減価償却累計額 △719 △679

    工具、器具及び備品（純額） 436 464

   土地 14,831 14,831

   リース資産 226 263

    減価償却累計額 △90 △107

    リース資産（純額） 135 155

   有形固定資産合計 19,917 19,975

  無形固定資産

   施設利用権 136 156

   ソフトウエア 17,553 19,026

   無形固定資産合計 17,689 19,182

  投資その他の資産

   投資有価証券 18,559 15,132

   関係会社株式 2,233 2,233

   従業員に対する長期貸付金 152 158

   関係会社長期貸付金 106,666 118,406

   固定化営業債権 4,308 4,527

   長期前払費用 678 734

   繰延税金資産 5,815 5,512

   差入保証金 2,257 2,283

   前払年金費用 4,862 4,974

   その他 479 527

   貸倒引当金 △3,176 △3,322

   投資その他の資産合計 142,836 151,168

  固定資産合計 180,443 190,327

 資産合計 2,883,723 2,880,707
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（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末
(平成21年６月30日)

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

負債の部

 流動負債

  支払手形 14,213 14,655

  買掛金 26,355 25,286

  信用保証買掛金 1,633,564 1,620,777

  短期借入金 313,129 321,329

  関係会社短期借入金 470 550

  1年内返済予定の長期借入金 100,182 114,655

  コマーシャル・ペーパー 122,700 116,400

  未払金 6,156 4,265

  未払法人税等 58 1,160

  未払費用 2,182 1,483

  預り金 43,117 41,944

  前受収益 811 860

  賞与引当金 1,106 2,212

  ポイント引当金 1,468 1,653

  割賦利益繰延 71,727 71,830

  その他 1,738 1,688

  流動負債合計 2,338,982 2,340,754

 固定負債

  社債 33,700 34,500

  長期借入金 409,201 405,281

  利息返還損失引当金 1,399 1,399

  長期預り保証金 3,268 3,246

  その他 282 309

  固定負債合計 447,851 444,737

 負債合計 2,786,833 2,785,492

純資産の部

 株主資本

  資本金 16,138 16,138

  資本剰余金

   資本準備金 30,468 30,468

   資本剰余金合計 30,468 30,468

  利益剰余金

   利益準備金 2,572 2,572

   その他利益剰余金

    別途積立金 43,229 53,229

    繰越利益剰余金 3,487 △5,943

   利益剰余金合計 49,288 49,858

  自己株式 △162 △162

  株主資本合計 95,733 96,302

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 1,340 △926

  繰延ヘッジ損益 △184 △161

  評価・換算差額等合計 1,156 △1,087

 純資産合計 96,889 95,215

負債純資産合計 2,883,723 2,880,707
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(2) 四半期損益計算書

(単位：百万円)

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)

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)

営業収益

 総合あっせん収益 4,222 4,140

 個品あっせん収益 7,513 6,222

 信用保証収益 7,382 8,484

 融資収益 12,081 10,509

 その他の営業収益 1,610 1,547

 金融収益

  受取利息 981 501

  受取配当金 876 894

  その他の金融収益 0 ―

  金融収益合計 1,857 1,395

 営業収益合計 34,667 32,299

営業費用

 販売費及び一般管理費 28,245 26,223

 金融費用

  借入金利息 3,264 3,047

  コマーシャル・ペーパー利息 ― 469

  その他の金融費用 883 377

  金融費用合計 4,147 3,894

 営業費用合計 32,392 30,117

営業利益 2,275 2,182

営業外収益

 雑収入 22 51

 営業外収益合計 22 51

営業外費用

 利息返還損失引当金繰入額 630 90

 雑損失 1 31

 営業外費用合計 631 122

経常利益 1,665 2,111

特別利益

 投資有価証券売却益 ― 1

 受取和解金 ― 5

 貸倒引当金戻入額 3 ―

 社債償還益 ― 171

 特別利益合計 3 178

特別損失

 構造改革費用 ― 2,355

 固定資産除却損 0 36

 投資有価証券売却損 ― 6

 投資有価証券評価損 14 66

 特別損失合計 14 2,463

税引前四半期純利益又は 
税引前四半期純損失（△）

1,655 △174

法人税、住民税及び事業税 586 140

法人税等調整額 △259 △446

法人税等合計 326 △305

四半期純利益 1,328 131
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