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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 6,037 △38.5 758 △47.0 830 △39.4 469 10.8
21年3月期第1四半期 9,809 ― 1,432 ― 1,370 ― 423 ―

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 14.94 ―
21年3月期第1四半期 12.38 ―

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 135,544 15,308 11.3 490.51
21年3月期 144,703 15,127 10.5 478.62

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  15,302百万円 21年3月期  15,122百万円

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 ― 7.50 7.50
22年3月期 ―
22年3月期 
（予想）

0.00 ― 7.50 7.50

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

10,500 △34.6 1,000 △52.5 700 △64.7 300 △16.9 9.56

通期 21,000 △31.3 2,000 △12.0 1,600 △19.7 700 4.2 22.30

- 1 -



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 
１．平成21年5月13日に公表いたしました連結業績予想から変更はありません。 
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予想数値と異な
る可能性があります。なお、予想数値に関する事項は、４ページをご参照下さい。 

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 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 37,143,374株 21年3月期 37,143,374株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 5,946,271株 21年3月期 5,546,671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 31,386,096株 21年3月期第1四半期 34,212,881株
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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、輸出などの持ち直しを背景に景況感にやや改善の兆
しがみられるものの、実体経済は民需を中心に低迷が続いており、設備や雇用の過剰感は依然払拭されて
いない厳しい状況下にあります。 
 このような中、当社グループでは良質資産の積み上げによる安定収益基盤の構築を目指すとともに、有
利子負債の削減など財務体質の強化にも取り組んでまいりました。 
 この結果、当第１四半期連結累計期間における経営成績は、前年同期に大口の不動産売却収入が計上さ
れていた反動減などにより売上高は6,037百万円(前年同期比38.5％減)、営業利益は758百万円(前年同期
比47.0％減)、経常利益は830百万円(前年同期比39.4％減)となりましたが、特別損失や税金費用の減少な
どにより、四半期純利益は469百万円(前年同期比10.8％増)となりました。 
  
事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 
  
① リース事業  

設備投資需要減退などによりリース実行高は1,513百万円(前年同期比33.5％減)となりました。こ
れに伴うリース部門の資産残高減少により売上高は3,482百万円(前年同期比7.5％減)となり、同様に
売上原価も前年同期に比べ減少いたしましたが、貸倒引当金繰入額の増加などにより営業利益は141
百万円(前年同期比7.5％減)となりました。なお、リース債権及びリース投資資産残高は24,124百万
円(前期末比5.9％減)、割賦債権残高は12,418百万円(前期末比6.0％減)となりました。 

  
② 融資事業 

前年度からの新規実行抑制による営業貸付残高の減少により売上高は408百万円(前年同期比31.2％
減)となりましたが、資金調達コストや貸倒引当金繰入額の減少などにより営業利益は269百万円(前
年同期比17.5％増)となりました。なお、営業貸付金残高は35,481百万円(前期末比1.6％増)となりま
した。 

  
  ③ 不動産事業 

不動産賃貸部門は稼働物件の増加により好調に推移いたしましたが、不動産売却収入の減少などに
より売上高は1,770百万円(前年同期比64.7％減)となり、営業利益は332百万円(前年同期比67.3％減)
となりました。なお、賃貸不動産残高は39,021百万円(前期末比3.3％増)、販売用不動産残高は7,930
百万円(前期末比2.7％減)となりました。 

  
  ④ フィービジネス事業 

自動車リースの紹介などの手数料収入の減少により売上高は177百万円(前年同期比28.9％減)とな
り、営業利益は141百万円(前年同期比30.9％減)となりました。 

  
  ⑤ その他事業 

当社グループで運営しておりますゴルフ場の売上が増加したことにより、売上高は197百万円(前年
同期比11.1％増)となり、営業損失は前年同期の40百万円から１百万円へ減少いたしました。 

  
  

(1) 資産、負債及び純資産の状況  

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は135,544百万円(前期末比6.3％減)と前連結会計年度末に

比べ9,159百万円の減少となりました。これは主に現金及び預金の減少7,676百万円、リース債権及び

リース投資資産の減少1,507百万円などであります。 

  負債合計は120,235百万円(前期末比7.2％減)と前連結会計年度末に比べ9,339百万円の減少となり

ました。これは主に借入金の減少4,965百万円、一部期限前償還などに伴う社債の減少3,066百万円、

支払手形及び買掛金の減少1,377百万円などであります。 

 純資産合計は15,308百万円(前期末比1.2％増)と前連結会計年度末に比べ180百万円増加いたしまし

た。これは主に利益剰余金の増加232百万円及び自己株式の取得に伴う減少105百万円などでありま

す。 
  

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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(2) キャッシュ・フローの状況  

営業活動によるキャッシュ・フローは529百万円の資金流入となり、投資活動によるキャッシュ・

フローは230百万円の資金流入となりました。また、財務活動におけるキャッシュ・フローは8,437百

万円の資金流出となったことから、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前連

結会計年度末に比べ7,676百万円減少し、4,991百万円となりました。 
  
  (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、収入面ではリース債権及びリース投資資産の減少1,496百
万円(前年同期比361百万円の収入増)、割賦債権の減少718百万円(前年同期比828百万円の収入増)、
販売用不動産の減少223百万円(前年同期比3,255百万円の収入減)などが主要なものであり、また支出
面では賃貸資産の取得による支出1,493百万円(前年同期比1,314百万円の支出増)、仕入債務の減少
1,377百万円(前年同期比189百万円の支出増)などが主要なものであり、全体では529百万円の資金流
入となり、前第１四半期連結会計期間に比べ4,786百万円の収入減となりました。 

  
  (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、投資有価証券の売却及び償還による収入258百万円(前年同
期比251百万円の収入増)、無形固定資産の取得による支出12百万円(前年同期比66百万円の支出減)な
どが主要なものであり、全体では230百万円の資金流入となりました。 

   
  (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、借入金残高の減少や、社債の償還による支出3,066百万円
(前年同期比1,600百万円の支出増)などが主要なものであり、全体では8,437百万円の資金流出とな
り、前第１四半期連結会計期間に比べ1,108百万円の支出増となりました。 

  
  

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５月13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．貸倒見積高の算定につきましては、前連結会計年度で用いた貸倒実績率を使用しております。 

２．販売用不動産の簿価切下げにつきましては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却

価額を見積る方法を採用しております。 

３．繰延税金資産の回収可能性の判断につきましては、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に重要な変更を加味したものを利用しております。 
  

   表示方法の変更 
   (四半期連結損益計算書関係) 

前第１四半期連結損益計算書において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました

「投資有価証券売却益」(前第１四半期連結累計期間１百万円)は、営業外収益の総額の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することといたしました。 

  
   (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前第１四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含めて表示しておりました「投資有価証券売却損益(△は益)」(前第１四半期連結累

計期間△１百万円)は、重要性が増したため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記することと

いたしました。 

  
  

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 5,072 12,748

割賦債権 12,418 13,210

リース債権及びリース投資資産 24,124 25,632

営業貸付金 35,481 34,925

賃貸料等未収入金 196 264

有価証券 39 139

販売用不動産 7,930 8,153

その他 2,123 2,192

貸倒引当金 △816 △847

流動資産合計 86,570 96,419

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産   

賃貸不動産（純額） 39,021 37,757

賃貸資産前渡金 14 －

その他（純額） 11 12

賃貸資産合計 39,047 37,769

社用資産 1,310 1,316

有形固定資産合計 40,358 39,085

無形固定資産 755 803

投資その他の資産   

投資有価証券 4,104 4,266

その他 3,767 4,139

貸倒引当金 △11 △11

投資その他の資産合計 7,860 8,394

固定資産合計 48,973 48,283

資産合計 135,544 144,703
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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 584 1,961

短期借入金 68,595 70,390

1年内償還予定の社債 6,654 9,060

未払法人税等 9 8

引当金 88 143

その他 3,030 2,646

流動負債合計 78,963 84,211

固定負債   

社債 3,780 4,440

長期借入金 31,436 34,608

引当金 288 310

その他 5,767 6,005

固定負債合計 41,272 45,364

負債合計 120,235 129,575

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,933 2,933

資本剰余金 822 822

利益剰余金 14,468 14,236

自己株式 △2,371 △2,266

株主資本合計 15,853 15,726

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △258 △293

繰延ヘッジ損益 △292 △310

評価・換算差額等合計 △551 △603

少数株主持分 5 5

純資産合計 15,308 15,127

負債純資産合計 135,544 144,703
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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 9,809 6,037

売上原価 7,632 4,673

売上総利益 2,177 1,363

販売費及び一般管理費 744 604

営業利益 1,432 758

営業外収益   

受取利息 18 19

投資有価証券売却益 － 139

その他 32 24

営業外収益合計 51 183

営業外費用   

支払利息 89 96

その他 23 15

営業外費用合計 113 112

経常利益 1,370 830

特別利益   

リース会計基準の適用に伴う影響額 35 －

特別利益合計 35 －

特別損失   

販売用不動産評価損 296 －

投資有価証券評価損 139 －

特別損失合計 436 －

税金等調整前四半期純利益 968 830

法人税、住民税及び事業税 1 3

法人税等調整額 543 357

法人税等合計 544 360

少数株主利益 0 0

四半期純利益 423 469
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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 968 830

減価償却費 186 246

貸倒引当金の増減額（△は減少） 130 △31

引当金の増減額（△は減少） △43 △77

受取利息及び受取配当金 △24 △26

資金原価及び支払利息 706 587

投資有価証券評価損益（△は益） 139 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △139

リース会計基準の適用に伴う影響額 △35 －

割賦債権の増減額（△は増加） △109 718

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増
加）

1,134 1,496

営業貸付金の増減額（△は増加） 964 △555

販売用不動産の増減額（△は増加） 3,478 223

賃貸資産の取得による支出 △178 △1,493

仕入債務の増減額（△は減少） △1,187 △1,377

その他 △244 655

小計 5,884 1,056

利息及び配当金の受取額 6 9

利息の支払額 △570 △531

法人税等の支払額 △4 △4

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,316 529

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 △1 △9

無形固定資産の取得による支出 △79 △12

投資有価証券の取得による支出 △216 －

投資有価証券の売却及び償還による収入 7 258

その他 △3 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △293 230

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） △1,846 △1,447

長期借入れによる収入 1,100 2,070

長期借入金の返済による支出 △4,893 △5,588

社債の償還による支出 △1,466 △3,066

自己株式の取得による支出 △0 △105

配当金の支払額 △221 △211

その他 － △87

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,328 △8,437

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,305 △7,676

現金及び現金同等物の期首残高 9,052 12,668

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,747 4,991
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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） 

 
(注)これら事業区分に属する主な内容は、次のとおりであります。 

 
  

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)これら事業区分に属する主な内容は、次のとおりであります。 

 
  

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

リース 
事業 

(百万円)

融資 
事業 

(百万円)

不動産 
事業 

(百万円)

フィー 
ビジネス
事業 

(百万円)

その他 
事業 

(百万円)

計 
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

 
 売上高及び営業損益

売上高 3,764 593 5,023 250 177 9,809 ─ 9,809

営業利益 
(△営業損失）

153 229 1,017 204 △40 1,563 (130) 1,432

事業区分 事業内容

リース事業
機械設備等のリース（リースの満了・中途解約に伴う物件販売を含む）及び割賦
販売

融資事業 金銭の貸付、債権の買取

不動産事業 不動産の賃貸、不動産の販売、匿名組合等に対する出資

フィービジネス事業
生命保険の募集、自動車リースの紹介、不動産関連サービスの提供、損害保険代
理業等

その他事業 ゴルフ場の管理経営等

リース 
事業 

(百万円)

融資 
事業 

(百万円)

不動産 
事業 

(百万円)

フィー 
ビジネス
事業 

(百万円)

その他 
事業 

(百万円)

計 
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

 
 売上高及び営業損益

売上高 3,482 408 1,770 177 197 6,037 ─ 6,037

営業利益 
(△営業損失）

141 269 332 141 △1 883 (124) 758

事業区分 事業内容

リース事業
機械設備等のリース（リースの満了・中途解約に伴う物件販売を含む）及び割賦
販売

融資事業 金銭の貸付、債権の買取

不動産事業 不動産の賃貸、不動産の販売、匿名組合等に対する出資

フィービジネス事業
生命保険の募集、自動車リースの紹介、不動産関連サービスの提供、損害保険代
理業等

その他事業 ゴルフ場の管理経営等

(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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  営業資産残高 

 
  
  
  

  

6. その他の情報

事業の種類別セグメントの名称

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 
(平成21年３月31日)

金額 
(百万円)

構成比 
(％)

金額 
(百万円)

構成比 
(％)

リース事業

 ファイナンス・リース 24,124 21.4 25,632 22.6

 オペレーティング・リース 11 0.0 12 0.0

リース計 24,135 21.4 25,644 22.6

割賦販売 12,418 11.0 13,210 11.7

リース事業計 36,554 32.4 38,854 34.3

融資事業 35,481 31.5 34,925 30.8

不動産事業

オペレーティング・リース 39,021 34.7 37,757 33.3

その他 1,610 1.4 1,788 1.6

不動産事業計 40,632 36.1 39,545 34.9

合計 112,668 100.0 113,325 100.0
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