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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 118,853 △9.5 5,142 69.2 5,120 74.0 1,332 △18.5

21年3月期第2四半期 131,259 ― 3,038 ― 2,942 ― 1,635 ―

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2四半期 61.90 ―

21年3月期第2四半期 75.97 ―

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2四半期 714,966 57,584 8.1 2,674.21
21年3月期 754,125 56,387 7.5 2,618.67

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  57,584百万円 21年3月期  56,387百万円

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

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3月期 ― 22.00 ― 22.00 44.00

22年3月期 ― 22.00

22年3月期 
（予想）

― 22.00 44.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 243,000 △6.9 6,000 66.0 6,000 78.5 3,600 ― 167.18
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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、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。] 

(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 

・平成22年3月期の連結業績予想について 
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。なお業績予想の前提となる事項については、5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。 

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2四半期 21,533,400株 21年3月期 21,533,400株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 301株 21年3月期 301株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 21,533,099株 21年3月期第2四半期 21,533,250株
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（参考）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）
（％表示は対前期増減率）

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 243,000 △ 6.8 5,900 64.7 5,900 72.8 3,500 － 162.54

　（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
 ･ 平成22年3月期の個別業績予想について

   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。

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、輸出関連等一部の業種で持ち直しの動きが見られ

るものの、企業収益の大幅な悪化に伴い設備投資の減少が続いており、景気の先行きについては依然とし
て不透明な状況が続いております。 
 当社グループの属するリース業界におきましては、平成20年４月以降の新リース会計基準の適用や平成
19年度の税制改正の影響等による大企業を中心としたリース離れの傾向が強まる中、企業倒産による貸倒
れリスクが高水準にあることに加え、設備投資需要が減退する厳しい経営環境が続いていることから、業
界全体のリース取扱高は平成19年６月以降28ヵ月連続で前年割れ（平成21年９月現在 出典：社団法人リ
ース事業協会「リース統計」）となっております。 
 こうした状況下において当社としましては、「お客様の経営資源（キャピタル）にかかわる経営課題に
ついてさまざまな解決策（ソリューション）を提案できる企業」を目指し、当社グループの中核事業であ
る「ベンダーソリューション」領域のリース事業に加えて、「資産ソリューション」領域及び「金融ソリ
ューション」領域においてそれぞれ競争力を持つ事業の育成に向けて第３次中期計画に基づいて活動を展
開中であります。 
 ベンダーソリューション領域のリース事業においては、事業環境の厳しい中、安定した取引規模の確保
に向けて、主要顧客である官公庁や大企業等との良好な取引関係を継続する一方、営業効率の向上や与信
管理の強化等の諸施策を実施いたしました。 
 資産ソリューション領域においては、ＩＣＴ資産管理サービス商品である「ＰＣ―ＰＩＴ」が、企業の
合理化志向の高まりを捉え順調に取扱量を増やしております。また、当社の持分法適用関連会社であるリ
ブートテクノロジーサービス株式会社を通じ、中古ＩＣＴ関連機器の海外販路を活用したリセール及び適
正なリサイクル処理を実践しております。 
  金融ソリューション領域においては、業務資本提携契約を締結した株式会社リサ・パートナーズと具体
的案件につき協業を推進する中で、地域金融機関との関係構築も進め実績を挙げつつあります。 
 なお、当第２四半期連結累計期間においては、金融マーケットの回復基調が継続したことに伴い、デリ
バティブ評価益23億12百万円（同売却益を含む）を営業損益に計上する一方、当社が保有する有価証券の
減損処理により投資有価証券評価損16億72百万円を特別損失に計上しております。 
 以上により、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高1,188億53百万円、営業利益51億42百万円、
経常利益51億20百万円、四半期純利益13億32百万円となりました。 
  

  （事業の種類別セグメントの業績） 
  

  

（２）営業貸付事業 
    営業貸付事業の売上高は、企業融資の利息収入の増加等により、前年同期比19.0％増の19億 
   51百万円となり、営業利益は２億５百万円（前第２四半期連結累計期間は営業損失23百万円） 
   となりました。 

  

（３）その他の事業 
    その他の事業の売上高は、新規投資が手控えられる中、解約売上が減少したことにより、前 
   年同期比3.6％減の67億57百万円となったものの、金融マーケットの回復基調が継続したことに 
    伴うデリバティブ評価益23億12百万円(同売却益を含む）を計上したことなどから、営業利益は 
   前年同期比207.5％増の27億70百万円となりました。 

  
  

（資産、負債、純資産等の状況に関する分析） 
   当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて391億59百万円減少   
  し、7,149億66百万円となりました。主な要因としては、現金及び預金が87億36百万円、リース債 
  権及びリース投資資産が139億91百万円、営業貸付金が65億65百万円減少したことによります。 
     負債は、前連結会計年度末に比べて403億55百万円減少し、6,573億82百万円となりました。主な 
  要因としては、短期借入金が317億13百万円、コマーシャル・ペーパーが40億円、債権流動化に伴 

・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

（１）賃貸事業 
    賃貸事業の契約実行高は前年同期比15.2％減の825億１百万円となりました。賃貸事業の売上 
   高は、前年同期比10.2％減の1,101億44百万円となったものの、リース会計基準変更に伴う増益 
   要因及び資金原価の改善等により、貸倒引当金繰入額等の販売費及び一般管理費の増加を吸収 
   し、営業利益は前年同期比1.1％増の28億78百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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  う短期及び長期の支払債務が44億円減少したことによります。 
   純資産は、前連結会計年度末に比べて11億96百万円増加し、575億84百万円となりました。主な 
  要因としては、当第２四半期連結累計期間における四半期純利益13億32百万円による増加及び剰余 
  金の配当による減少額４億73百万円によるものであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 
  当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、158億42百万円となりました。各 
 キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

  当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果により得られた資金は248億18百万円（前年 
 同期は、37億79百万円の支出）となりました。これは主に割賦債権の減少額30億31百万円、リース   
 債権及びリース投資資産の減少額139億91百万円及び営業貸付金の減少額58億95百万円があったこ 
 とによります。 
  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果により得られた資金は45億34百万円（前年同  

 期は、18億14百万円の支出）となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出△20億59百 
 万円があったものの、有価証券の償還による収入61億55百万円があったことによります。 
  
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第２四半期連結累計期間における財務活動によって使用した資金は△385億40百万円（前年同 
 期は、45億22百万円の収入）となりました。これは主に長期借入による収入511億63百万円があっ 
 たものの、短期借入金の減少額△317億11百万円及び長期借入金の返済による支出△491億18百万円 
 があったことによります。 
  

     当第２四半期連結累計期間の実績につきましては、当初の見込みに対して営業利益及び経常利益 
  は大幅な増益となり、四半期純利益ではほぼ見込みどおりとなりました。しかしながら、この増益 
  は主に時価の変動があるデリバティブの評価益等の影響によっており、また、現時点では不確定な 
  要素もあることから、通期業績予想を据え置くことといたします。 
  
  

  

②法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに 
  限定する方法によっております。 
③繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に一時差異等の発生状況 

  に著しい変化が認められたため、前連結会計年度決算において使用したタックス・プランニン 
  グに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  
  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。 
  

表示方法の変更 
  （四半期連結貸借対照表） 

    前第２四半期連結会計期間末において、投資その他の資産の「その他の投資」に含めていた 
  「投資有価証券」は、重要性が増加したため、当第２四半期連結会計期間末では区分掲記するこ 
  ととしております。 

  

   （四半期連結損益計算書関係） 
    前第２四半期連結累計期間おいて、営業外費用の「その他」に含めていた「投資事業組合関連 

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) 
  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 
  1.簡便な会計処理 
  ①一般債権の貸倒見積高の算定に関しては、前連結会計年度末の貸倒実績率を合理的な方法に 
   より補正して貸倒見積高を算定しております。

(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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     費」は、重要性が増加したため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することとしておりま 
     す。 

  

   （四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 
    前第２四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含め  
   ていた「為替差損益」及び「デリバティブ評価損益」は重要性が増加したため、当第２四半期連 
   結累計期間末では区分掲記することとしております。 
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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】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 15,640 24,376

受取手形 5 3

割賦債権 30,420 33,451

リース債権及びリース投資資産 493,794 507,786

営業貸付金 107,272 113,838

賃貸料等未収入金 23,127 23,704

その他 8,008 12,331

貸倒引当金 △7,415 △6,763

流動資産合計 670,854 708,730

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産 8,525 8,490

賃貸資産処分損引当金 △37 －

社用資産 444 472

有形固定資産合計 8,932 8,962

無形固定資産   

賃貸資産 317 14

その他 2,622 3,165

無形固定資産合計 2,940 3,179

投資その他の資産   

投資有価証券 25,267 23,500

その他 11,884 13,671

貸倒引当金 △4,913 △3,919

投資その他の資産合計 32,238 33,252

固定資産合計 44,112 45,395

資産合計 714,966 754,125
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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９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 700 1,028

買掛金 18,452 20,704

短期借入金 12,078 43,792

1年内返済予定の長期借入金 74,716 90,304

コマーシャル・ペーパー 164,000 168,000

債権流動化に伴う支払債務 6,840 8,210

未払法人税等 560 32

その他 20,988 21,102

流動負債合計 298,337 353,174

固定負債   

社債 10,000 10,000

長期借入金 337,814 320,446

債権流動化に伴う長期支払債務 3,760 6,790

退職給付引当金 1,293 1,099

その他 6,177 6,227

固定負債合計 359,045 344,563

負債合計 657,382 697,737

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,776 3,776

資本剰余金 4,648 4,648

利益剰余金 48,866 48,007

自己株式 △0 △0

株主資本合計 57,290 56,431

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 282 144

繰延ヘッジ損益 12 △188

為替換算調整勘定 △2 △0

評価・換算差額等合計 293 △43

純資産合計 57,584 56,387

負債純資産合計 714,966 754,125
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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)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 131,259 118,853

売上原価 121,033 104,511

売上総利益 10,226 14,342

販売費及び一般管理費 7,187 9,199

営業利益 3,038 5,142

営業外収益   

受取利息 0 4

受取配当金 19 19

有価証券売却益 － 72

持分法による投資利益 － 18

その他 11 32

営業外収益合計 31 147

営業外費用   

支払利息 50 57

持分法による投資損失 36 －

固定資産除却損 － 36

投資事業組合関連費 － 51

その他 41 23

営業外費用合計 128 169

経常利益 2,942 5,120

特別損失   

投資有価証券評価損 131 1,672

特別損失合計 131 1,672

税金等調整前四半期純利益 2,811 3,448

法人税、住民税及び事業税 1,581 565

法人税等還付税額 － △491

法人税等調整額 △405 2,041

法人税等合計 1,175 2,115

四半期純利益 1,635 1,332

-9-

NECキャピタルソリューション㈱　（8793）　平成22年3月期　第2四半期決算短信



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 2,811 3,448

減価償却費 1,338 1,719

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,039 1,644

退職給付引当金の増減額（△は減少） 148 194

賃貸資産処分損益（△は益） 35 △310

有価証券売却損益（△は益） － △72

投資有価証券売却損益（△は益） － △111

投資有価証券評価損益（△は益） 131 1,672

受取利息及び受取配当金 △18 △24

資金原価及び支払利息 3,813 3,118

為替差損益（△は益） － △295

デリバティブ評価損益（△は益） － △2,206

持分法による投資損益（△は益） － △18

賃貸資産の取得による支出 △5,474 △1,867

賃貸資産の売却による収入 103 1,601

割賦債権の増減額（△は増加） △1,092 3,031

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増
加）

7,317 13,991

営業貸付金の増減額（△は増加） △8,354 5,895

売上債権の増減額（△は増加） △761 △314

仕入債務の増減額（△は減少） △308 △2,525

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,320 631

その他 △1,954 △2,149

小計 94 27,054

利息及び配当金の受取額 1,353 299

利息の支払額 △3,709 △3,081

法人税等の支払額 △1,517 △6

法人税等の還付額 － 553

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,779 24,818

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入 － 222

有価証券の償還による収入 － 6,155

社用資産の取得による支出 △530 △135

投資有価証券の取得による支出 △1,231 △2,059

投資有価証券の売却による収入 － 290

投資有価証券の償還による収入 － 40

その他 △53 21

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,814 4,534
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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） 9,517 △31,711

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 2,000 △4,000

長期借入れによる収入 81,470 51,163

長期借入金の返済による支出 △76,991 △49,118

債権流動化の返済による支出 － △4,400

社債の償還による支出 △11,000 －

配当金の支払額 △473 △473

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,522 △38,540

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,071 △9,160

現金及び現金同等物の期首残高 13,201 25,003

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,130 15,842
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該当事項はありません。 
  

 a．事業の種類別セグメント情報 
 前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 
  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 
（注）１．事業の区分は、主たる営業取引の種類により区分しております。 
   ２．各事業区分の主要品目は以下のとおりであります。 
      ①賃貸事業・・・・情報・事務用機器、産業・土木・建設機械等の賃貸（リース・レン 
               タル）業務等 
      ②営業貸付事業・・金銭の貸付、ファクタリング、割賦販売業務等 
      ③その他の事業・・物品売買、賃貸取引の満了・中途解約に伴う物件売却、保守料の回 
               収代行業務等 
ｂ．所在地別セグメント情報 
  前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期 
  連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 
  
  本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期 
  連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 
  
  海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載は省略しております。 
  

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

賃貸事業 営業貸付事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

    売上高 122,608 1,639 7,011 131,259 - 131,259

    営業利益 
    または営業損失（△）

2,846 △ 23 901 3,724 (685) 3,038

賃貸事業 営業貸付事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

    売上高 110,144 1,951 6,757 118,853 - 118,853

    営業利益 2,878 205 2,770 5,853 (711) 5,142

(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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（１）事業の種類別状況 

 前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 
  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 
（注）１．事業の区分は、主たる営業取引の種類により区分しております。 
   ２．各事業区分の主要品目 
     ①賃貸事業・・・・情報・事務用機器、産業・土木・建設機械等の賃貸（リース・レン 
              タル）業務等 
     ②営業貸付事業・・金銭の貸付、ファクタリング、割賦販売業務等 
     ③その他の事業・・物品売買、賃貸取引の満了・中途解約に伴う物件売却、保守料の回 
              収代行業務等 

（２）営業資産残高 

 

6. その他の情報

事業区分
売上高 売上原価 差引利益 資金原価 売上総利益

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

賃貸事業 122,608 112,107 10,501 3,330 7,171

営業貸付事業 1,639 10 1,629 349 1,279

その他の事業 7,011 5,152 1,858 83 1,775

合計 131,259 117,270 13,989 3,763 10,226

事業区分
売上高 売上原価 差引利益 資金原価 売上総利益

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

賃貸事業 110,144 98,488 11,655 2,784 8,870

営業貸付事業 1,951 0 1,951 204 1,746

その他の事業 6,757 2,961 3,796 70 3,725

合計 118,853 101,451 17,402 3,060 14,342

前第２四半期 当第２四半期 （参考）

連結会計期間末 連結会計期間末 増減 前連結会計年度末

事業区分

（平成20年９月30日） （平成21年９月30日） （平成21年３月31日）

金額 構成比 金額 構成比 金額 金額 構成比

賃貸事業 559,484 79.0 501,710 77.5 △57,774 515,376 77.8

営業貸付事業 148,714 21.0 146,040 22.5 △2,673 147,290 22.2

合計 708,198 100.0 647,751 100.0 △60,447 662,667 100.0
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