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1.  平成22年2月期第2四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年8月31日）

(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2月期第2四半期 19,070 ― △788 ― △790 ― △478 ―

21年2月期第2四半期 19,571 ― 1,338 ― 1,342 ― 1,058 ―

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2月期第2四半期 △8.08 ―

21年2月期第2四半期 17.89 ―

（注）平成20年２月期第３四半期より連結財務諸表を作成しておりますので、平成21年２月期第2四半期の対前年同四半期増減率につきましては、記載して
おりません。

(2) 連結財政状態

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2月期第2四半期 205,020 49,588 24.2 837.63

21年2月期 219,700 50,310 22.9 849.83

（参考） 自己資本  22年2月期第2四半期  49,588百万円 21年2月期  50,310百万円

2.  配当の状況

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 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― 4.25 ― 4.25 8.50

22年2月期 ― 4.25

22年2月期
（予想）

― 4.25 8.50

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日）
（％表示は対前期増減率）

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

通期 37,300 △3.9 △200 ― △200 ― △150 ― △2.53

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無
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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

新規 ―社 （ 社名 ） 除外 ―社 （ 社名 ）

(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）

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、3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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第2四半期 60,270,444株 21年2月期 60,270,444株

② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期 1,070,162株 21年2月期 1,069,874株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第2四半期 59,200,481株 21年2月期第2四半期 59,201,059株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
・本資料に記載した予想は、本資料の発表日現在で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績
等は、今後の様々な要因により、本資料に記載した予想と異なる場合があります。業績予想に関する事項については、3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。
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、生産や輸出など一部の指標で持ち直しがみられ、景
気の底入れの兆候がみられたものの、依然として企業収益は低迷しており、これに伴う雇用情勢の悪化に
より個人消費が伸び悩むなど厳しい環境が続きました。 
クレジットカード業界におきましても、利息返還請求が依然として高水準で推移していることに加え、

貸金業法の完全施行へ向けた各種対応が大詰めを迎えるなど、経営環境は厳しさを増しております。 
このような環境のもと、当社グループは「新ビジネス環境への適応とオンリーワン・サービスの追求」

をスローガンに、激変するビジネス環境に適応すべく、収益構造の変革や業務効率化によるコスト構造の
見直しを図るとともに、カード利用状況の精緻な分析やお客さま対応の品質向上、利便性の高い商品・サ
ービスの提供等を通じてオンリーワン・サービスの追求を図ってまいりました。 
当第２四半期連結累計期間における営業収益は、割賦購入あっせん部門が前年同期に比べ６億23百万円

の増加、プロセシング部門が前年同期に比べ４億60百万円の増加と、ともに順調に推移したものの、融資
部門では消費者金融マーケットの縮小に伴うキャッシング取扱高の減少に加え、貸金業法の完全施行に向
けた上限金利の引き下げを進めた結果、融資収益が前年同期に比べ15億64百万円の減少となり、営業収益
全体では前年同期に比べ５億円減少し、190億70百万円（前年同期比2.6％減）となりました。 
営業費用は業務効率化を進め各種コスト削減に努めたものの、利息返還請求並びにその先行指標となる

介入債権が高水準で推移したことによる関連費用の増加、プロセシング部門の急拡大に伴いカード発行に
係る費用等の先行費用が増加したこと等により、営業費用全体では前年同期に比べ16億26百万円増加し、
198億58百万円（前年同期比8.9％増）となりました。 
以上の結果、営業損失は７億88百万円、経常損失は７億90百万円、四半期純損失は４億78百万円となり

ました。 
なお、前年同四半期増減率につきましては参考として掲載しております。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて146億79百万円減少し、2,050億20
百万円となりました。これは主に、カードショッピングの取扱いが順調に拡大したものの、一方でカード
ショッピング債権の流動化を実施したことにより割賦売掛金が99億35百万円の減少、及び与信厳格化に伴
うキャッシング残高の減少により営業貸付金が50億53百万円の減少となったことによるものです。 
負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べて139億56百万円減少し、1,554億円32百万円となり

ました。これは主に、長期借入金が120億72百万円減少したことによるものです。 
純資産合計につきましては、前連結会計年度末から７億22百万円減少し、495億88百万円となりまし

た。これは主に、利益剰余金が減少したことによるものです。 
また、自己資本比率は、24.2％となりました。 

  

業績予想につきましては、平成21年９月25日に発表しました平成22年２月期の業績予想から変更はあり
ません。詳細につきましては平成21年９月25日付の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧くださ
い。 
なお、業績予想は発表日時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、今後様々な要因により

予想と異なる場合があります。 
  

該当事項はありません。 
  

① 簡便な会計処理 
   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。 
  

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸
表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半
期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９
号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、最終仕入原価法から最終仕入原価
法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。この変更に伴う損益に与える影響
は軽微であります。  

  
  

【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

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２四半期連結会計期間末
 　(平成21年８月31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２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,124 9,301

割賦売掛金 57,411 67,346

営業貸付金 132,977 138,031

その他 15,042 13,538

貸倒引当金 △17,169 △16,190

流動資産合計 197,387 212,027

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 84 95

器具備品（純額） 185 172

有形固定資産合計 270 267

無形固定資産

ソフトウエア 4,334 4,453

その他 39 94

無形固定資産合計 4,374 4,547

投資その他の資産

投資有価証券 271 260

その他 2,736 2,617

貸倒引当金 △19 △20

投資その他の資産合計 2,988 2,857

固定資産合計 7,633 7,672

資産合計 205,020 219,700
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
 　(平成21年８月31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２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金 9,648 7,941

短期借入金 29,199 28,000

1年内返済予定の長期借入金 31,313 29,101

コマーシャル・ペーパー 15,000 20,500

1年内償還予定の社債 21,200 12,200

未払法人税等 682 93

賞与引当金 137 142

ポイント引当金 620 808

債務保証損失引当金 1,157 950

その他 2,277 2,520

流動負債合計 111,234 102,256

固定負債

社債 10,000 19,100

長期借入金 18,549 32,834

債権流動化債務 11,000 11,000

退職給付引当金 255 242

利息返還損失引当金 4,334 3,888

その他 59 69

固定負債合計 44,198 67,133

負債合計 155,432 169,389

純資産の部

株主資本

資本金 11,268 11,268

資本剰余金 12,730 12,730

利益剰余金 26,881 27,611

自己株式 △1,299 △1,299

株主資本合計 49,580 50,310

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 7 △0

評価・換算差額等合計 7 △0

純資産合計 49,588 50,310

負債純資産合計 205,020 219,700
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(2)【四半期連結損益計算書】
　　【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年８月31日)

営業収益

割賦購入あっせん収益 4,207

融資収益 12,611

その他の収益 2,251

営業収益合計 19,070

営業費用

販売費及び一般管理費

販売手数料 1,697

ポイント引当金繰入額 620

貸倒引当金繰入額 5,875

債務保証損失引当金繰入額 755

利息返還損失引当金繰入額 1,603

従業員給与手当賞与 1,437

賞与引当金繰入額 137

その他 5,958

販売費及び一般管理費合計 18,085

金融費用

支払利息 1,046

その他の金融費用 726

金融費用計 1,773

営業費用合計 19,858

営業損失（△） △788

営業外収益

雑収入 6

営業外収益合計 6

営業外費用

雑損失 8

営業外費用合計 8

経常損失（△） △790

特別利益

投資有価証券売却益 22

その他 0

特別利益合計 23

特別損失

固定資産除売却損 14

減損損失 4

特別損失合計 19

税金等調整前四半期純損失（△） △786

法人税、住民税及び事業税 641

法人税等調整額 △949

法人税等合計 △308

四半期純損失（△） △478
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四

半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
  

  

   当第２四半期連結会計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

    該当事項はありません。 

  

  

   当第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日） 

    該当事項はありません。 

  

【参考資料】 

 （要約）前中間連結損益計算書 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

前中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日 
  至 平成20年８月31日)

区分 金額(百万円)
百分

比  (％)

Ⅰ 営業収益 19,571 100.0

Ⅱ 営業費用

 １ 販売費及び一般管理費 16,262 83.1

 ２ 金融費用等 1,970 10.1

   営業費用合計 18,232 93.2

   営業利益 1,338 6.8

Ⅲ 営業外収益

 雑収入 9 9 0.1

Ⅳ 営業外費用

 雑損失 5 5 0.0

   経常利益 1,342 6.9

Ⅴ 特別利益

 投資有価証券売却益 615 615 3.1

Ⅵ 特別損失

 １ 固定資産除却売却損 23

 ２ 投資有価証券評価損 3

 ３ 過年度給与 102

 ４ その他 4 132 0.7

   税金等調整前中間純利益 1,825 9.3

   法人税、住民税及び事業
税

1,269

   法人税等調整額 △ 502 766 3.9

   中間純利益 1,058 5.4
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6.営業実績(参考)

項目  ＼  期別  前第２四半期 当第２四半期 前期

取  扱  高（百万円） 183,720 172,814 363,360

割賦購入あっせん 129,446 135,048 264,470

融資        48,299 35,553 88,996

その他 5,974 2,211 9,893

営 業 収 益（百万円） 19,571 19,070 38,826

割賦購入あっせん 3,584 4,207 7,586

融資  14,175 12,611 27,488

プロセシング 1,209 1,670 2,608

その他 601 581 1,143

残     高（百万円） 203,927 205,689 205,378

割賦購入あっせん (A) 64,595 72,711 67,346

融資 (B) 138,888 132,922 137,931

融資代行 442 54 99

貸倒関連費用（百万円）(C) 4,869 6,159 10,030

同営業債権残高比率（％）
4.79 5.99 4.89

（ C／(A+B) ）

有 効 会 員 数(千名) 4,024 3,830 3,814

(注) 1. 残高は、債権流動化によりオフバランスとなった割賦売掛金（平成20年８月31日現在―百万円、平成

21年８月31日現在15,300百万円、平成21年２月28日現在―百万円）を含めた金額で表示しておりま

す。

2. 残高は上記のほか、金融サービス事業にかかる保証債務残高がそれぞれ平成20年８月31日現在25,916

百万円、平成21年８月31日現在35,122百万円、平成21年２月28日現在29,376百万円あります。

3. 貸倒関連費用営業債権残高比率は、年率換算後の数値であります。
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