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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 ）

(1)　連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

円 銭 円 銭

36 02

96 09

(注)　平成22年 3月期より、四半期純利益は米国財務会計基準書第160号(連結財務諸表における非支配持分－ARB第51号の改訂－)の適用により

　　　当社株主に帰属する四半期純利益に名称を変更しています。

(2)　連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円 銭

74

59

(注)　株主資本は米国会計基準に基づき、当社株主に帰属する資本合計を記載しています。株主資本比率、１株当たり株主資本は

　　　当該株主資本合計を用いて算出しています。

2.　配当の状況

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

－ － － 70 00 70 00

－

－ － － －

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

平成22年 3月期の配当予想額は未定です。

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 ）

（％表示は対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

- - - - - -

299 40

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無

第２四半期連結累計期間の業績予想はおこなっておりません。

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かかる会計処理の原則・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）

①　会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

②　①以外の変更 ： 無

(注)　詳細は、7ページ　4. その他　をご覧ください。

(4)　発行済株式数（普通株式）　

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 株 21年 3月期 株

②　期末自己株式数 22年 3月期 第１四半期 株 21年 3月期 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 株 21年 3月期 第１四半期 株

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

△ 76.4

32,359△ 29.3 △ 29.3△ 32.7

（財）財務会計基準機構会員

平成 22年 3月期　第１四半期決算短信　（米国会計基準）

営  業  収  益 営  業  利  益 税引前四半期純利益
当社株主に帰属する

四半期純利益

上 場 会 社 名

問 合 せ 先 責 任 者

代 表 者

コ ー ド 番 号

 22年 3月期 第１四半期 7,63112,837△ 12.1 △ 37.622,705 △ 74.7238,960

 21年 3月期 第１四半期 271,961 △ 3.4 36,368 50,773

  
１ 株 当 た り

当社株主に帰属する
四半期純利益

潜在株式調整後1株当たり
当社株主に帰属する

四半期純利益

１株当たり株主資本総 　 資 　 産 株  主  資　本 株 主 資 本 比 率

 22年 3月期 第１四半期

 21年 3月期

 22年 3月期 第１四半期

 21年 3月期 第１四半期

13,1478,139,440

8,369,736

72

14.4

85

1,175,444

362 356

13,0591,167,530 13.9

 通　　 　期 △ 10.7960,000

２．金融サービス事業を中心に不動産関連事業、投資関連事業等グループで多角的な事業展開を行っています。これらの事業特性から、国
内・海外の経済情勢や事業環境の変化、市場動向などの影響を強く受けるため、業績見通し等を行うことが困難になってきています。このた
め、配当に関しては業績が確定した時点で開示させていただきます。

89,400,793

36.830,000

92,217,488

（基準日） 年間期末

 21年 3月期

 22年 3月期

東 大

92,217,067

１株当たり配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末

 第２四半期連結累計期間

 22年 3月期（予想）

１ 株 当 た り
当社株主に帰属する当期純利益

当社株主に帰属する当期純利益営  業  収  益　

３．業績予想の１株当たり当社株主に帰属する当期純利益の計算において、平成21年7月に発行した18,000,000株の株式を考慮して算定してい
ます。

89,153,072

2,814,693 2,816,847

１．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および合理的であると判断する一定の前提に
基づいていますが、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および業績予想のご利用に
あたっての注意事項等については、6ページ｢3．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

- 1 -

C020042034
スタンプ



オリックス株式会社（8591）平成 22 年 3月期 第 1四半期決算短信 

 

1. 連結経営成績に関する定性的情報 
 

第１四半期連結累計期間の経営成績 

 

  前第１四半期

連結累計期間

当第１四半期

連結累計期間

増減 増減率 

営業収益 （百万円） 271,961 238,960 △33,001 △12％

税引前四半期純利益 （百万円） 50,773 12,837 △37,936 △75％

当社株主に帰属する四半期純利益 （百万円） 32,359 7,631 △24,728 △76％

１株当たり四半期純利益（基本的） （円） 362.96 85.36 △277.60 △76％

（希薄化後） （円） 356.09 72.02 △284.07 △80％

ＲＯＥ（株主資本四半期純利益率、年換算） （％） 10.3 2.6 △7.7 － 

ＲＯＡ（総資本四半期純利益率、年換算） （％） 1.44 0.37 △1.07 － 
（注 1） 

ＲＯＥ（株主資本四半期純利益率、年換算）は、米国会計基準に基づく株主資本合計を用いて算出しております。また、

当社株主に帰属する四半期純利益は、平成 21 年 3月期までの当期純利益と同じ内容です。 

 

＜経済環境＞ 

 

金融危機に対する各国政府による前例のない大規模な財政支出の効果もあり、世界経済はやや回復の兆しが

見え始めています。国際通貨基金（ＩＭＦ）も世界経済の見通しを上方修正し、 悪期を脱したことを宣言

しました。 

 

米国では大手金融機関を対象としたストレステストを終え、金融システム全体に対する信認が回復しつつあ

りますが、自動車大手の破綻が続き、雇用情勢の底入れは見通しにくい状況です。また不動産価格の下落は

継続しており、一連の景気対策が一巡した後のリスクが懸念される状況です。 

 

日本国内においても本年 4 月以降は在庫調整の一巡、政府の景気対策、対中輸出の伸びなどの要因からとり

あえずの底打ち感が出始めており、日銀短観などが示す企業の景況感もやや改善の兆しが見られました。し

かしながら、不動産価格の下落やオフィスビルの空室率の上昇が継続していることから、本格的に景気が回

復軌道に乗るまでには相当の時間がかかると思われます。 

 

＜業績総括（平成 21 年 4 月 1日から平成 21 年 6 月 30 日まで）＞ 

 

当第１四半期連結累計期間の営業収益は、前年同期の 271,961 百万円に比べて 12％減の 238,960 百万円にな

りました。国内外の金融資本市場に回復の兆しが見られるなか「有価証券等仲介手数料および売却益」は、

前年同期に比べて増加しましたが、案件選別と回収業務の強化や不動産関連融資の圧縮によりファイナン

ス・リース投資や営業貸付金が減少していることや、不動産市場の停滞によるオフィスビル等の売却の減少

などにより営業収益は減少しました。 

 

営業費用においては、厳しい経済環境下、経費削減に取り組んだ結果「販売費および一般管理費」は前年同

期に比べて減少しましたが、「貸倒引当金繰入額」や「有価証券評価損」は増加しました。また、共同事業

体型のマンション分譲事業の引き渡し戸数の減少や関連会社の会社更生法申請に伴う損失計上により「持分

法投資損益」は減少しました。以上のことから税引前四半期純利益は前年同期の 50,773 百万円に比べて 75％

減の 12,837 百万円、当社株主に帰属する四半期純利益は前年同期の 32,359 百万円に比べて 76％減の 7,631

百万円になりましたが、2四半期連続して黒字を確保しました。 

 

＜セグメント別動向＞  

 

当第１四半期連結累計期間のセグメント利益（下記（注２）参照）は、前年同期に比べて「海外事業部門」

が増加しましたが、「法人金融サービス事業部門」「メンテナンスリース事業部門」「不動産事業部門」「投資

銀行事業部門」「リテール事業部門」は減少しました。 

 

前第4四半期連結会計期間と比較すると、黒字を確保したセグメントが3事業部門から5事業部門に増加するな

ど業績は回復基調です。赤字を計上した「法人金融サービス事業部門」「リテール事業部門」がそれぞれ黒字
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に転じ、「投資銀行事業部門」も、株式会社ジョイント・コーポレーションの会社更生法申請による損失の計

上はあったものの、赤字幅は大きく減少しております。 

 
（注２） 

当社の業績評価は、税引前四半期純利益に税効果控除前の非継続事業からの損益および非支配持分に帰属する四半期純

利益を加減して行っております。なお、セグメント利益には税金費用は含まれておりません。 

 

当第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、以下のとおりです。 

 

法人金融サービス事業部門 

厳しい事業環境のもと、案件選別と回収業務を強化したことにより、ファイナンス・リース資産や営業貸付

金の残高が減少した結果、収益および利益は減少しました。販売費および一般管理費は前年同期比で 8％減

少しました。特に不動産業向け貸付金の新規実行を抑制し、保全強化に取り組んだことに加え、政府の企業

金融支援の影響もあり、個別引当対象貸付金の発生は減少し、貸倒引当金繰入額は前年同期比では増加した

ものの、前第 4四半期連結会計期間からは減少しました。 

 

上記の結果、セグメント収益は、前年同期の 35,799 百万円に比べて 15％減の 30,441 百万円、セグメント利

益は前年同期の 5,746 百万円に比べて 67％減の 1,894 百万円となりました。セグメント資産は、前連結会計

年度末比 7％減の 1,477,187 百万円になりました。 

 

メンテナンスリース事業部門 

景気低迷により法人の設備投資意欲が減退しており、前期に引き続き厳しい事業環境ですが、業界 No.1 のシ

ェアを有することと付加価値の高いサービスを提供することで収益は比較的安定しています。 

 

セグメント収益は、測定機器等のレンタル事業における需要の減少や中古車市場の低迷による売却益の減少

により、前年同期の 58,863 百万円に比べて 4％減の 56,237 百万円になりました。セグメント利益は、販売

費および一般管理費が減少したものの、上記理由のほかオペレーティング・リース資産の増加に伴う減価償

却費の増加などにより、前年同期の 7,506 百万円に比べて 31％減の 5,192 百万円になりました。なお、貸倒

引当金繰入額の減少などの要因で前第 4四半期連結会計期間からはセグメント利益は増加しています。 

 

セグメント資産は、需要低迷により新規実行が低調であったため前連結会計年度末比 4％減の 622,059 百万

円になりました。 

 

 

不動産事業部門 

足許の不動産市場が停滞しており、不動産売買は小規模な物件に加え一部の大型物件には動きが出始めてい

るものの、全体的にはかつての力強さを取り戻すには至っていません。このような事業環境の影響を受け、

賃貸不動産売却益は前年同期に比べて大きく減少しました。 

 

マンション分譲事業については、前年同期に計上した開発中物件の評価損が当第１四半期連結累計期間には

発生しなかったものの、引き渡し戸数が 739 戸から 375 戸に大きく減少していることや収益性が低下してい

ることから、同事業の利益は大きく減少しました。特に共同事業体型のマンション分譲案件の引き渡しが減

少しており、持分法投資損益が減少しました。また、平成 21 年 3月にオリックス・ファシリティーズ株式会

社を売却した影響で建物総合管理サービスからの収入が減少しました。上記の結果、セグメント収益は前年

同期比 30％減の 42,645 百万円、セグメント利益は前年同期比 99％減の 261 百万円となりました。 

 

主にマンション分譲事業にかかる棚卸資産は減少しましたが、安定的なキャッシュ・フローが見込まれる賃

貸不動産を増加させたこともあり、セグメント資産は前連結会計年度末並みの 1,162,681 百万円となりまし

た。 

 

投資銀行事業部門 

不動産ファイナンス事業において案件選別を強化した結果、新規実行が減少したことや、回収にも注力した

ことから資産残高は減少しており、それに伴い収益や利益も減少しました。貸倒引当金繰入額は前年同期と

比べて増加していますが、前第 4 四半期連結会計期間から減少しています。また回収を極大化するとともに

不動産のバリューチェーンを活用することで担保不動産のバリューアップをはかる観点から、担保不動産を

取得するケースがあり、これにより営業貸付金および投資有価証券（特定社債）の一部はオペレーティング・
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リース投資に振替えています。 

 

サービサー（債権回収）事業では、不動産市場の流動性低下が続いていることから担保不動産売却による回

収が減少し、収益も減少しています。 

 

プリンシパル・インベストメント事業においては、株式会社ジョイント・コーポレーションが会社更生法を

申請したことにより損失を計上しました。また、株式会社大京や富士火災海上保険株式会社からの持分法投

資損益は前年同期に比べて減少しましたが、評価損を計上した前第 3四半期以降からは改善しています。 

このような状況から、セグメント収益は前年同期比10％減の21,011百万円、セグメント利益は前年同期7,257

百万円の利益から 10,161 百万円の損失になりましたが、前第 3四半期連結会計期間及び前第 4四半期連結会

計期間と比較すると赤字幅は縮小しています。また、セグメント資産は、前連結会計年度末比 3％減の

1,286,514 百万円になりました。 

 

リテール事業部門 

当事業部門は信託銀行業、カードローン事業、生命保険事業、証券業により構成されています。 

 

信託銀行業は、営業貸付金の増加に伴い収益は増えましたが、同時に事業拡大に伴う販売費および一般管理

費なども増加したために利益は前年同期並みになりました。カードローン事業は、経費削減に取り組んだ結

果、販売費および一般管理費は減少しましたが、貸倒引当金繰入額の増加により利益は前年同期に比べて減

少しました。また生命保険事業の運用益は前年同期比では減少したものの、前第 4 四半期連結会計期間と比

較すると増加しました。証券業の有価証券等仲介手数料は前年同期に比べ同水準となりました。上記の結果、

セグメント収益は前年同期比 13％減の 43,225 百万円、セグメント利益は前年同期比 29％減の 5,181 百万円

になりましたが、セグメント損失を計上した前第 4 四半期連結会計期間との比較においては、利益は大きく

回復し黒字となっています。 

 

信託銀行業においては、ポートフォリオの分散を図るために個人向け住宅ローンから法人向け融資に拡大を

図り、次の成長ステージに向けて預金量も拡大させています。その結果、セグメント資産は前連結会計年度

末比 3％増の 1,596,300 百万円になりました。 

 

海外事業部門 

アジア・大洋州地域において、主に新規取り組みに慎重な対応をした結果、資産残高が減少したことや、円

高の影響などによりオペレーティング・リース収益やファイナンス・リース収益が減少しました。一方、プ

リンシパル・インベストメント投資先のＩＰＯに伴い子会社・関連会社株式売却損益が前年同期に比べて増

加しました。 

 

米州地域では、市場金利の低下および円高の影響などにより貸付金収益が減少すると同時に、支払利息も減

少しています。当第 1 四半期連結累計期間において米国の株式・債券市場が改善したことから、短期売買目

的有価証券からの実現益が増加しました。利益は前年同期比及び前第 4 四半期連結会計期間との比較におい

て共に大幅な増益を計上しており、また 2四半期連続して黒字を計上しています。 

 

上記の結果、セグメント収益は前年同期の 46,360 百万円に比べて 9％減の 42,273 百万円、セグメント利益

は前年同期の 5,750 百万円に比べて 96％増の 11,257 百万円になりました。セグメント資産は、前連結会計

年度末比 5％減の 906,597 百万円になりました。 
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2. 連結財政状態に関する定性的情報 
 

財政状態の状況 

 

  前連結会計 

年度末 

当第１四半期 

連結会計期間末

増減 増減率 

総資産          （百万円） 8,369,736 8,139,440 △230,296 △3％

 （うち、セグメント資産） 7,232,671 7,051,338 △181,333 △3％

負債合計         （百万円） 7,158,743 6,920,704 △238,039 △3％

 （うち、長短借入債務） 5,252,012 5,052,458 △199,554 △4％

 （うち、預金） 667,627 708,680 41,053 6％

株主資本         （百万円） 1,167,530 1,175,444 7,914 1％

１株当たり株主資本    （円） 13,059.59 13,147.74 88.15 1％
（注３） 

１株当たり株主資本は、米国会計基準に基づく株主資本合計を用いて算出しております。 

 

総資産は、前連結会計年度末の 8,369,736 百万円に比べて 3％減の 8,139,440 百万円になりました。賃貸不

動産の取得により「オペレーティング・リース投資」は増加しましたが、新規取引を慎重に選別し、期日回

収に注力している「ファイナンス・リース投資」や「営業貸付金」は減少しました。さらに「投資有価証券」

「関連会社投資」「棚卸資産」なども減少しました。なお、セグメント資産は、前連結会計年度末に比べて 3％

減の 7,051,338 百万円になりました。 

負債においては、有利子負債の圧縮を進めた結果、前連結会計年度末に比べて長短借入債務合計は減少しま

した。一方、信託銀行事業における法人向け融資への事業拡大に伴い「預金」は前連結会計年度末に比べて

増加しました。 

株主資本は配当金支払いによる減少がありましたが、四半期純利益の増加に加え、未実現有価証券評価損益

の増加による「その他の包括利益累計額」が増加したことにより、前連結会計年度末並みの 1,175,444 百万

円になりました。 

 

キャッシュ・フローの状況 

当第 1 四半期連結会計期間末の現金および現金等価物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末より

57,508 百万円減少し、402,461 百万円になりました。 

 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べて四半期純利益が減少した一方で、分譲マンション

などの販売用不動産への新規投資が前年同期に比べて減少したことや、「減価償却費・その他償却費」や「貸

倒引当金繰入額」のような資金の動きを伴わない損益を加えた結果、前年同期の 26,740 百万円の資金流出か

ら当第 1四半期連結累計期間は 6,450 百万円の資金流入になりました。 

 

投資活動によるキャッシュ・フローは、新規案件に慎重に取り組む方針を反映し、「リース資産の購入」、「顧

客への営業貸付金の実行」（下記（注４）参照）、「売却可能有価証券の購入」や「その他の有価証券の購入」

が前年同期比で減少したことなどにより、前年同期の 85,605 百万円の資金流出から当第１四半期連結累計期

間は 111,792 百万円の資金流入になりました。 

 

財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債を圧縮したことにより、前年同期の 29,024 百万円の資金

流入から当第 1四半期連結累計期間は 177,502 百万円の資金流出になりました。 
 

（注４） 

米国会計基準のキャッシュ・フロー区分に基づき、顧客への営業貸付金の実行および元本回収（売却予定の営業貸付金

の実行および元本回収は除く）は「投資活動によるキャッシュ・フロー」に含めております。
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3. 連結業績予想に関する定性的情報 
 

当連結会計年度の見通し 

 

平成 22 年 3 月期通期の連結業績見通しにつきましては、営業収益 960,000 百万円（前期比 10.7％減）、当

社株主に帰属する当期純利益（※）30,000 百万円（前期比 36.8％増）を予想し、緩やかな業績の回復を目

指します。なお、これらの見通しは平成 21 年 3 月期決算短信に記載している「平成 22 年 3 月期の業績予想」

及び「次期の見通し」から変更ありません。 

（※）「当社株主に帰属する当期純利益」は、平成 21 年 3 月期までの「当期純利益」と同じ内容です。 
 
セグメント別のセグメント利益は以下を予想しています。 

事業部門 セグメント利益 平成 22 年 3月期の見通し 

法人金融サービス事業部門 △100 億円 与信の厳格化に伴いセグメント資産は減少、手数料

ビジネスに注力するも収益は減少方向。貸倒引当金

繰入額は減少予想ながら依然高レベルを見込むた

め、前期並みの損失を予想。 

メンテナンスリース事業部門 250 億円 景気悪化により収益は低迷。自動車リースにおける

メンテナンス費用のコントロールや経費削減により

収益性向上に取り組み、利益は微減。 

不動産事業部門 200 億円 マンション分譲事業の引き渡し戸数は減少するもの

の、評価損計上は一服し利益は改善。不動産市況悪

く売却益は減少するが、セグメント利益は黒字確保。

投資銀行事業部門 △150 億円 新規実行の抑制による資産減少で収益は減少。ノン

リコースローンの貸倒引当金を十分に手当てし、プ

ライベートエクイティファンドからの評価損も一定

レベルを想定。持分法適用関連会社からの大幅な取

込損・評価損がなくなることにより、損失額は縮小。

リテール事業部門 200 億円 信託銀行事業は資産増加により収益は増加するが費

用も増加。生命保険事業は運用益の改善を見込む。

カードローン事業は第 2 四半期からは持分法投資損

益で認識するが、損益への影響は軽微。セグメント

利益は大きく増加予定。 

海外事業部門 150 億円 新規実行の抑制により資産が減少し、収益も減少す

る予定。米州では貸倒引当金繰入額の増加を見込ん

でいるが、投資有価証券の評価損が一服、経費削減

効果もあり増益を見込む。アジア地域はリースを中

心に堅調であるものの、持分法投資利益が減少する

見込み。セグメント利益は減少。 

上述のセグメント利益は、税引前当期純利益に税効果控除前の非継続事業からの損益および非支配持分に帰

属する当期純利益を加減しています。なお、セグメント利益には税金費用は含まれておりません。 
 
なお、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および合

理的であると判断する一定の前提に基づいていますが、実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性

があります。これらの業績見通し等に依拠することはお控えくださるようお願いいたします。 
 
オリックスグループは、金融サービス事業を中心に不動産関連事業、投資関連事業等グループで多角的な事

業展開を行っています。これらの事業特性から、国内・海外の経済情勢や事業環境の変化、市場動向などの

影響を強く受けるため、業績見通し等を行うことが困難になってきています。そのため、第２四半期連結累

計期間の業績予想は行っておりません。 

 
業績見通し等と異なる結果を生じさせる原因となる要素は、当社が関東財務局長に提出しています有価証券

報告書の「事業等のリスク」、アメリカ合衆国証券取引委員会（ＳＥＣ）に提出しています Form 20-Ｆによ

る報告書の「リスク要因（Risk Factors）」において記載されていますが、これらに限られるものではありま

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） 

 

該当事項はありません。 

 

 

 

(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 

 

該当事項はありません。 

 

 

 

(3) 四半期連結財務諸表作成にかかる会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 

平成 21 年 4 月 1 日より、米国財務会計基準書第 141 号(2007 年改訂)(企業結合)を適用しております。この

基準書は、企業結合における取得企業が、全部または部分的な買収にかかわらず、取得日に当該取引にかか

る取得資産や引受負債、非支配持分についてその全額を公正価額で認識すること、取得関連取引や事業再構

築の費用を繰り延べることなく費用計上すること等を要求しております。 

 

平成 21 年 4月 1日より、米国財務会計基準書第 160 号(連結財務諸表における非支配持分－ARB 第 51 号の改

訂－)を適用しております。この基準書は、子会社の非支配持分を資本のひとつの独立した構成要素として分

類することを要求しております。この基準書において、支配を維持したままの保有持分の増減は、資本取引

として会計処理されます。一方、支配の喪失を伴う取引では、認識される損益には、売却された持分に関連

する実現損益や留保された持分の公正価額の再測定による損益を含みます。この基準書の適用により、従来、

連結貸借対照表上で負債の部と資本の部の中間に分類していた少数株主持分のうち償還可能なものを除き、

非支配持分として資本の部に含めて計上し、連結損益計算書の表示科目を変更いたしました。また、同様に

過年度の連結財務諸表を組替再表示しております。 
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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 (米国会計基準)

  　(単位:百万円)

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

現金および現金等価物 402,461 459,969 短期借入債務 817,496 798,167

使途制限付現金 135,947 128,056 預金 708,680 667,627

定期預金 20,795 680 支払手形および未払金等 341,458 370,310

ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ投資 864,503 914,444 未払費用 76,602 96,662

営業貸付金 3,164,129 3,304,101 保険契約債務 428,226 442,884

貸倒引当金 △ 164,810 △ 158,544 未払法人税等 139,292 160,358

ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ･ﾘｰｽ投資 1,290,257 1,226,624 受入保証金 173,988 168,890

投資有価証券 910,253 926,140 長期借入債務 4,234,962 4,453,845

その他営業資産 189,403 189,560 (負債合計) 6,920,704 7,158,743

関連会社投資 246,366 264,695 償還可能非支配持分 25,770 25,396

その他受取債権 227,896 228,581 契約債務および偶発債務

棚卸資産 184,170 197,960

資本金 102,218 102,216

前払費用 36,446 34,571

資本剰余金 136,642 136,313

社用資産 86,502 86,945

利益剰余金 1,072,850 1,071,919

その他資産 545,122 565,954

その他の包括利益累計額 △ 85,782 △ 92,384

自己株式（取得価額） △ 50,484 △ 50,534

(株主資本合計) 1,175,444 1,167,530

非支配持分 17,522 18,067

(資本合計) 1,192,966 1,185,597

資産合計 8,139,440 8,369,736 負債・資本合計 8,139,440 8,369,736

(注) 1. その他の包括利益累計額内訳  (単位：百万円)

当第１四半期 前連結会計年度末にかかる

連結会計期間末 要約連結貸借対照表

未実現有価証券評価損益 1,039 △ 5,615

確定給付年金制度 △ 15,963 △ 16,221

為替換算調整勘定 △ 71,162 △ 71,791

未実現ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ評価益 304 1,243

△ 85,782 △ 92,384

     2. 米国財務会計基準書第160号（連結財務諸表における非支配持分－ARB第51号の改訂－）を当連結会計年度より適用しています。

      　当該基準書の適用により、従来、連結貸借対照表上で負債の部と資本の中間で報告していた少数株主持分のうち、償還可能なものを除き、

　　 　非支配持分として資本の部に含めて報告しています。なお、過年度の非支配持分について組替再表示しています。

連結会計期間末 要約連結貸借対照表 連結会計期間末 要約連結貸借対照表

当第１四半期 前連結会計年度末にかかる 当第１四半期 前連結会計年度末にかかる
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(2)   四半期連結損益計算書 (米国会計基準)

　　　(単位:百万円)

（自　平成20年 4月 1日 （自　平成21年 4月 1日

至　平成20年 至　平成21年 6月30日）

営 業 収 益 97 88

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ収益 93 78

ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾘｰｽ収益 105 97

貸付金および有価証券利息 94 82

有価証券等仲介手数料および売却益 - -

生命保険料収入および運用益 101 79

不動産販売収入 54 110

賃貸不動産売却益 120 5

その他の営業収入 108 88

営 業 費 用 104 92

支払利息 105 89

ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾘｰｽ原価 111 97

生命保険費用 98 83

不動産販売原価 74 91

その他の営業費用 111 88

販売費および一般管理費 98 88

貸倒引当金繰入額 146 119

長期性資産評価損 - -

有価証券評価損 108 143

為替差損 304 206

営 業 利 益 67 62

持分法投資損益 82 -

子会社・関連会社株式売却損益および清算損 - -

税 引 前 四 半 期 純 利 益 71 25

法人税等 71 26

継 続 事 業 か ら の 利 益 71 24

非継続事業からの損益

非継続事業からの損益 4,619 △  408

法人税等 △ 1,895 169

非継続事業からの損益（税効果控除後） 72 -

四 半 期 純 利 益 71 22

非支配持分に帰属する四半期純利益（△損失） 74 -

当社株主に帰属する四半期純利益 71 24

     

     

　非支配持分に帰属する四半期純利益として報告しています。なお、過年度について組替再表示しています。

2.米国財務会計基準書第160号（連結財務諸表における非支配持分－ARB第51号の改訂－）を適用しています。

　当該基準書の適用により、従来、連結損益計算書上で少数株主利益として報告していたもののうち、償還可能なものを除き

7,42630,345

7,631

　ともに、当該事業にかかる過年度の損益を組替再表示しています。

7,187

(注) 1.米国財務会計基準書第144号（長期性資産の減損または処分の会計処理）に従って、非継続事業にかかる損益を独立表示すると

△  2392,724

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

12,837

33,069

△  444710

32,359

20,428

△  9,16114,636

△  707△  231

50,773

5,411

615298

22,70536,368

102-

2,7481,915

56,71664,126

12,40510,398

39,85645,164

21,77926,359

10,59611,623

23,05026,002

48,38849,708

69,19679,057

216,255235,593

4899,801

26,09732,982

10,4039,430

41,95551,121

7,487△  80

69,76972,190

13,56417,460

6月30日）

前年
同期比
(%)

238,960271,961

金　　　　額
前年

同期比
(%)

金　　　　額
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(3)   四半期連結キャッシュ・フロー計算書 (米国会計基準)

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

（自　平成20年 4月 1日 （自　平成21年 4月 1日

  至　平成20年 6月30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:
四半期純利益 33,069 7,187 
営業活動から得た(に使用した)現金(純額)への四半期純利益の調整:

減価償却費・その他償却費 45,431 49,809 
貸倒引当金繰入額 10,398 12,405 
保険契約債務の減少 △ 8,918 △ 14,658 
証券化による売却損益 -  78 
持分法投資損益 △ 14,636 9,161 
子会社・関連会社株式売却損益および清算損 231 707 
売却可能有価証券の売却益 △ 1,118 △ 1,478 
賃貸不動産売却益 △ 9,801 △ 489 
賃貸不動産以外のオペレーティング・リース資産の売却益 △ 2,499 △ 1,435 
長期性資産評価損 -  102 
有価証券評価損 1,915 2,748 
使途制限付現金の増加 △ 14,273 △ 7,944 
売却予定の営業貸付金の減少(増加) △ 6,366 509 
短期売買目的有価証券の増加 △ 713 △ 74 
棚卸資産の減少(増加) △ 8,039 14,120 
前払費用の増加 △ 8,505 △ 1,771 
未払費用の減少 △ 28,880 △ 20,350 
受入保証金の増加 5,770 2,890 
その他の増減(純額) △ 19,806 △ 45,067 

営業活動から得た(に使用した)現金(純額) △ 26,740 6,450 

投資活動によるキャッシュ・フロー:
リース資産の購入 △ 201,394 △ 90,892 
ファイナンス・リース投資の回収 114,339 94,370 
リース債権、営業貸付債権および有価証券の証券化による収入 -  5,163 
顧客への営業貸付金の実行 △ 347,986 △ 156,711 
営業貸付金の元本回収 379,318 254,827 
オペレーティング・リース資産の売却 39,458 18,184 
関連会社への投資(純額) 4,942 39 
関連会社投資の売却 1,606 4,367 
売却可能有価証券の購入 △ 150,329 △ 58,827 
売却可能有価証券の売却 63,990 22,591 
売却可能有価証券の償還 40,905 35,908 
その他の有価証券の購入 △ 44,755 △ 3,042 
その他の有価証券の売却 14,792 5,988 
その他営業資産の購入 △ 2,369 △ 2,045 
子会社買収(取得時現金控除後) △ 1,750 △ 5,101 
その他の増減(純額) 3,628 △ 13,027 

投資活動から得た(に使用した)現金(純額) △ 85,605 111,792 

財務活動によるキャッシュ・フロー:
満期日が３ヶ月以内の借入債務の増加(減少)(純額) △ 114,648 84,440 
満期日が３ヶ月超の借入債務による調達 614,712 191,716 
満期日が３ヶ月超の借入債務の返済 △ 432,983 △ 477,134 
預金の受入の増加(純額） 36,128 41,085 
新株発行 120 2 
現金配当金の支払 △ 23,529 △ 6,261 
コールマネーの減少(純額) △ 21,500 △ 11,400 
自己株式の取得 △ 29,290 △ 1 
その他の増減(純額) 14 51 

財務活動から得た(に使用した)現金(純額) 29,024 △ 177,502 

現金および現金等価物に対する為替相場変動の影響額 1,933 1,752 
現金および現金等価物減少額(純額) △ 81,388 △ 57,508 
現金および現金等価物期首残高 320,655 459,969 
現金および現金等価物四半期末残高 239,267 402,461 
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(4)   継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5)   セグメント情報 (米国会計基準)

事業の種類別セグメント情報 　　　(単位:百万円)

当第１四半期

（自　平成20 年 4月 1日 （自　平成21 年 4月 1日 連結会計期間末

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

ｾｸﾞﾒﾝﾄ収益 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 ｾｸﾞﾒﾝﾄ収益
ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益
（△損失）

ｾｸﾞﾒﾝﾄ資産 ｾｸﾞﾒﾝﾄ資産

法人金融ｻｰﾋﾞｽ事業 35,799 5,746 30,441 1,894 1,583,571 1,477,187

ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾘｰｽ事業 58,863 7,506 56,237 5,192 648,314 622,059

不動産事業 60,755 21,089 42,645 261 1,175,437 1,162,681

投資銀行事業 23,336 7,257 21,011 △ 10,161 1,321,491 1,286,514

ﾘﾃｰﾙ事業 49,650 7,258 43,225 5,181 1,554,006 1,596,300

海外事業 46,360 5,750 42,273 11,257 949,852 906,597

274,763 54,606 235,832 13,624 7,232,671 7,051,338

四半期連結財務諸表

（連結財務諸表）との調整 △ 2,802 △ 3,833 3,128 △ 787 1,137,065 1,088,102

271,961 50,773 238,960 12,837 8,369,736 8,139,440

(注)  当社の業績評価は、税引前四半期純利益に税効果控除前の非継続事業からの損益および非支配持分に帰属する四半期純利益を加減して

     行っています。なお、セグメント利益には税金費用は含まれていません。

所在地別セグメント情報　　

前第１四半期連結累計期間 　　　(単位:百万円)

日本 米州地域 その他海外
連結財務諸表

との調整
連結合計

セグメント収益 232,193 19,749 25,390 △ 5,371 271,961

セグメント利益 49,168 2,381 3,843 △ 4,619 50,773

当第１四半期連結累計期間

日本 米州地域 その他海外
連結財務諸表

との調整
連結合計

セグメント収益 199,872 20,585 19,272 △ 769 238,960

セグメント利益 2,262 4,920 5,247 408 12,837

(注)　1. 本邦以外の区分に属する主な国または地域

　　　     米州地域・・・米国

　　     　その他海外・・・アジア地域、欧州地域、大洋州地域、中東地域

      2. 上記の所在地には、税引前四半期純利益に税効果控除前の非継続事業からの損益および非支配持分に帰属する四半期純利益を

   　　 加減しています。 なお、セグメント利益には税金費用は含まれていません。

海外売上高（顧客の所在地別営業収益）

前第１四半期連結累計期間 　　　(単位:百万円)

米州地域 その他海外 計

海外営業収益 18,986 26,814 45,800

連結営業収益 271,961

連結営業収益に占める

海外営業収益の割合 7.0% 9.8% 16.8%

当第１四半期連結累計期間

米州地域 その他海外 計

海外営業収益 24,395 19,685 44,080

連結営業収益 238,960

連結営業収益に占める

海外営業収益の割合 10.2% 8.2% 18.4%

(注)　1. 本邦以外の区分に属する主な国または地域

　　　     米州地域・・・米国

　　     　その他海外・・・アジア地域、欧州地域、大洋州地域、中東地域

      2. 「非継続事業からの損益」に含まれている営業収益は、上記営業収益には含めていません。

前連結会計年度末
当第１四半期連結累計期間

連結合計

ｾｸﾞﾒﾝﾄ計

前第１四半期連結累計期間
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(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。 

 

 

 

(7) 重要な後発事象 

 

(新株式の発行について) 

当社は、平成 21 年 6 月 23 日開催の当社取締役会決議ならびに平成 21 年 7月 2 日および 13 日の代表執行役

の各決定に基づき決定した新株式の発行を以下のとおり実施いたしました。 

 

(1) 発行新株式数 当社普通株式 18,000,000 株   

① 国内一般募集 4,186,860 株 

② 海外募集 12,102,740 株および海外引受会社に対

して付与する追加的に発行する当社普通株式を買

取る権利の対象株式 1,710,400 株 

(2) 募集方法 ①上記（1）．①記載の募集については、当初買取引受会

社が払込金額で国内一般募集に係る全株式を買取引受け

し、国内引受会社が発行価格で当該株式の一般募集の取扱

いを行います。 

②上記（1）．②記載の募集については、海外引受会社が

払込金額で買取引受けし、発行価格で募集を行います。 

(3) 発行価格 １株につき 4,830 円 

(4) 発行価格の総額 86,940,000,000 円 

(5) 払込金額 １株につき 4,630.80 円 

発行価格と払込金額の差額の総額は、引受会社の手取金と

なります。 

(6) 払込金額の総額 83,354,400,000 円 

(7) 増加する資本金お

よび資本剰余金の

額     

増加する資本金の額    41,677,200,000 円 

増加する資本剰余金の額 41,677,200,000 円 

(8) 払込日 平成 21 年 7月 21 日  

(9) 調達資金の使途 30,000,000,000 円を有利子負債の返済に充当し、残額をグ

ループ会社を含めた投融資資金に充当する予定でありま

す。 
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