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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）

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2四半期 65,440 △10.8 3,306 4.9 4,327 33.2 935 △38.8

21年3月期第2四半期 73,357 ― 3,153 ― 3,249 ― 1,527 ―

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 5.34 ―

21年3月期第2四半期 8.72 ―

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 2,932,093 100,060 3.4 571.37
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2四半期  100,043百万円 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

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 ― 0.00 ― 4.00 4.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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  
 

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 127,700 △10.1 4,200 △20.3 6,100 △2.9 2,300 △11.1 13.14
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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  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） 

(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、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2四半期 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2四半期  302,875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2四半期 175,094,438株 21年3月期第2四半期 175,121,690株
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(％表示は対前期増減率) 

 
(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、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

通期 123,600 △6.6 6,200 20.9 5,800 55.0 2,200 42.7 12 56
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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、昨秋来の世界的な金融市場の混乱による景気後退の

影響で企業業績の低迷が長期化する中、個人消費においては、政府の景気刺激策により一部持ち直しの兆

しもみられるものの、雇用情勢や所得環境はいまだ改善が見られず、引き続き厳しい経済環境となりまし

た。 

当業界におきましては、この景況感に加え、改正割賦販売法の施行及び貸金業法の４条施行を控えた消

費者信用マーケットは依然として縮小傾向が続いており、従来のビジネスモデルの変革を迫られていま

す。 

このような中、当社グループは激変する外部環境へ対応するため、昨年４月からスタートした中期３ヵ

年経営計画「VIC10(ヴィック・テン)」を見直し、どのような環境変化にも耐えうる強靭な企業体質の確

立を目指し、「事業収益の向上」と「コスト構造改革」による生産性の向上を目指してまいりました。そ

の施策の一つとして、希望退職者の募集を行うとともに、与信の集約化・営業店統廃合の機構改革を行う

など、効率的な営業体制の構築に取り組んでまいりました。しかしながら、全般的には個人消費の減退を

打ち返すには至らず、取扱高は計画に対し未達成の結果となりました。 

一方、営業費用につきましては、全社的なコスト削減の取り組みによる物件費の削減に加え、継続的な

与信の厳格化及び加盟店の管理強化等により貸倒関連費用を圧縮することができました。 

なお、前年度から連結子会社となりましたＪＮＳ管理サービス株式会社は、三菱ＵＦＪニコス株式会社

から承継した債権残高の減少により、当第２四半期累計期間の営業収益は32億81百万円（前年同期比

51.2％減）、経常損失は４億27百万円（前年同期は経常利益３億87百万円）、四半期純損失は９億21百万

円（前年同期は純損失６億４百万円）となりました。 

以上の結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の営業収益は654億40百万円（前年同期比

10.8％減）となり、経常利益は43億27百万円（前年同期比33.2％増）となりました。なお、希望退職に伴

う割増退職金等を特別損失として計上したことから、四半期純利益は９億35百万円(前年同期比38.8％

減）となりました。 

  

クレジットカード会員数につきましては、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

手提携先からの新規会員獲得数は順調に推移いたしましたが、他方で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などを行った結果、在籍会員は微増となりました。 

カードショッピングにつきましては、リボルビング払い拡大のためのプロモーション等の施策を継続的

に実施するとともに公共料金や携帯電話料金などの生活関連分野のカード決済を推進し、会員一人当たり

の取扱高増加に取り組んでまいりました。  

一方で、個人消費落ち込みの影響を受けるとともに、採算性の観点から主要先を含めた提携先との取引

の見直しを行いました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の取扱高は、3,439億12百万円（前年同期比5.6％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）

株式会社ジャックス(8584)　平成22年３月期　第２四半期決算短信 

－4－



個品あっせんを取り巻く環境は、依然として厳しい状況が続いていますが、市場拡大が見込めるｅコマ

ースにおいては、「通販パック」（通信販売業者向けアウトソーシング型クレジットシステム）の開発を

行い、導入を推進してまいりました。また、ブライダルローンの拡大に向けた専用サイト「Ｐｒｅｃｈａ

ｎｔｅ（プレシャンテ）」（提携結婚式場及び披露宴会場の紹介）を立ち上げ、運営を開始するなど積極

的な取引拡大に取り組んでまいりました。 

一方、金融危機に端を発し自動車産業全体は低迷しておりますが、エコカーに対する国の支援策（減

税・免税）により、新車の買い換え需要が喚起されつつあります。このような中、「残価据置ローン」や

オートローン契約後に返済プランを変更することができる「ネオ・バリアぶるプラン」等、お客様にメリ

ットのある商品を提供して、オートローンを推進してまいりました。しかしながら、市況全体としては未

だ回復するまでには至っておらず、その影響を受けました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の取扱高は、1,343億39百万円（前年同期比17.8％減）となり

ました。 

  

環境商品（太陽光発電やオール電化商品等）を成長分野と位置づけ戦略的に推進いたしました結果、こ

れらの保証ローンが取扱高で前年比プラスに転じるなど順調に推移いたしました。また、教育市場におい

ては、提携校の拡大を進め、順調に推移いたしました。一方、オートローン保証は、個品あっせん同様に

個人消費低迷の影響を受け、前年割れとなりました。   

銀行個人ローン保証は、カードローン保証残高は減少いたしましたが、各地の金融機関との新規提携を

積極的に展開し、目的ローン保証等が堅調に推移、全体の保証残高は増加いたしました。 

投資用マンションに特化した住宅ローン保証については、提携先の販売状況が堅調に推移したことによ

り、取扱高計画を達成しております。未収債権もこれまで通りに抑制しており、良質な保証残高を着実に

積み上げてまいりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の取扱高は、2,502億35百万円（前年同期比8.0％減）となりま

した。 

  

改正貸金業法の完全施行を控え、消費者金融市場は収縮が続く中、当社もカードキャッシングにおいて

大きく影響を受けました。加えて、債権良質化の観点から継続的に与信の厳格化を進めました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の取扱高は、946億95百万円（前年同期比15.9％減）となりま

した。 

  

集金代行業務は、スポーツクラブの会費及び不動産管理会社の家賃関連の新規提携が増加し、取扱高は

堅調に推移いたしました。 

また、連結子会社におきましては、カーリース業務、人材派遣業務、サービサー業務など、周辺業務の

取扱拡大に取り組んでまいりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の取扱高は、3,349億57百万円（前年同期比6.5％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) 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 364,315 29.7 343,912 29.7 △5.6

個品あっせん 163,415 13.3 134,339 11.6 △17.8

信用保証 272,026 22.2 250,235 21.6 △8.0

融資 112,546 9.2 94,695 8.2 △15.9

その他 314,456 25.6 334,957 28.9 6.5

合計 1,226,760 100.0 1,158,139 100.0 △5.6

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 ：顧客が提携金融機関等から融資を受ける際に、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２四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２四半期連結会計期間末における資産の残高は、２兆9,320億93百万円となり、前連結会計年度末

と比較して924億95百万円減少となりました。これは、割賦売掛金及び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２四半期連結会計期間末における負債の残高は、２兆8,320億32百万円となり、前連結会計年度末

と比較して947億６百万円減少となりました。これは、信用保証買掛金及び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２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、1,000億60百万円となり、前連結会計年度末と

比較して22億11百万円増加となりました。これは、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２四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4,782億50百万円少なく計

上されております。 
  

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、1,056億27百万円（前年同期比254億６百万

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２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、661億33百万円（前年同期比487億47

百万円増）となりました。これは、仕入債務に係るキャッシュ・フローは減少したものの、売上債権に係

るキャッシュ・フロー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２四半期連結累計

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234億７百万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２四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、11億79百万円（前年同期比１億96百

万円増）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２四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、527億59百万円（前年同期比108億48

百万円増）となりました。これは、コマーシャル・ペーパーの発行によりキャッシュ・フローが増加した

一方、短期借入金等有利子負債の返済によりキャッシュ・フロー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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平成21年10月16日の業績予想の修正開示の通り、第３四半期以降の営業収益につきましては、当第２四

半期連結累計期間とほぼ同様の状況が続くと想定しております。他方、人件費の削減幅の減少及び改正業

法対応費用の一時的発生に伴い営業費用が増加する見込みであります。なお、個別業績予想につきまして

も同様であります。 

 かかる見通しのもと、通期の連結業績につきましては、営業収益1,277億円、経常利益61億円、当期純

利益23億円を予想しております。（通期の個別業績につきましては、営業収益1,236億円、経常利益58億

円、当期純利益22億円を予想しております。） 
  
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

表示方法の変更 

当期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２四半期連結累計期間 前第２四半期連結累計期間

表示科目 表示科目

前第２四半期連結累
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 852

当第２四半期連結累計期間 前第２四半期連結累計期間

表示科目 表示科目

前第２四半期連結
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） 241

 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） 492

 利息返還損失引当金の増減額（△は減少）  その他の負債の増減額（△は減少） 928

 為替差損益（△は益）  支払利息 10

 未収入金の増減額（△は増加）  その他の資産の増減額（△は増加） △54,221

 前払年金費用の増減額（△は増加）  その他の資産の増減額（△は増加） △568
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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 105,627 93,526

割賦売掛金 1,027,287 1,090,646

信用保証割賦売掛金 1,708,793 1,740,180

リース投資資産 14,717 17,333

繰延税金資産 7,037 7,376

立替金 19,918 25,573

未収入金 25,073 27,548

その他 3,537 3,750

貸倒引当金 △48,569 △51,997

流動資産合計 2,863,422 2,953,938

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,193 8,166

減価償却累計額 △3,715 △3,545

建物及び構築物（純額） 4,477 4,620

土地 14,988 14,988

リース資産 278 310

減価償却累計額 △132 △132

リース資産（純額） 145 178

その他 1,529 1,493

減価償却累計額 △937 △885

その他（純額） 592 608

有形固定資産合計 20,204 20,395

無形固定資産   

ソフトウエア 16,039 19,183

その他 143 167

無形固定資産合計 16,183 19,350

投資その他の資産   

投資有価証券 17,951 15,135

固定化営業債権 4,020 4,527

長期前払費用 625 735

繰延税金資産 4,494 5,520

差入保証金 2,424 2,490

前払年金費用 4,801 4,974

その他 757 840

貸倒引当金 △2,792 △3,322

投資その他の資産合計 32,283 30,903

固定資産合計 68,670 70,649

資産合計 2,932,093 3,024,588
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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   

支払手形及び買掛金 38,851 42,560

信用保証買掛金 1,708,793 1,740,180

短期借入金 266,619 321,329

1年内返済予定の長期借入金 92,892 114,655

コマーシャル・ペーパー 131,400 116,400

未払金 5,644 4,284

未払法人税等 608 2,668

預り金 41,011 42,159

賞与引当金 2,163 2,478

ポイント引当金 1,509 1,653

割賦利益繰延 76,000 78,861

その他 4,332 5,074

流動負債合計 2,369,826 2,472,304

固定負債   

社債 31,700 34,500

長期借入金 417,082 405,281

退職給付引当金 19 17

役員退職慰労引当金 55 55

利息返還損失引当金 1,437 1,399

長期預り保証金 3,215 3,246

負ののれん 8,412 9,614

その他 283 318

固定負債合計 462,206 454,434

負債合計 2,832,032 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 52,711 52,476

自己株式 △162 △162

株主資本合計 99,154 98,921

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,035 △926

繰延ヘッジ損益 △147 △161

評価・換算差額等合計 888 △1,087

少数株主持分 16 15

純資産合計 100,060 97,849

負債純資産合計 2,932,093 3,024,588
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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) 

営業収益   

総合あっせん収益 8,488 8,327

個品あっせん収益 19,070 13,808

信用保証収益 17,449 18,102

融資収益 23,775 20,731

その他の営業収益 4,126 4,087

金融収益 446 381

営業収益合計 73,357 65,440

営業費用   

販売費及び一般管理費 61,941 54,543

金融費用   

借入金利息 6,575 5,953

コマーシャル・ペーパー利息 － 648

その他の金融費用 1,687 988

金融費用合計 8,263 7,589

営業費用合計 70,204 62,133

営業利益 3,153 3,306

営業外収益   

負ののれん償却額 1,201 1,201

雑収入 72 64

営業外収益合計 1,274 1,265

営業外費用   

利息返還損失引当金繰入額 1,176 212

雑損失 1 32

営業外費用合計 1,177 244

経常利益 3,249 4,327

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 － 414

特別利益合計 3 420

特別損失   

構造改革費用 － 2,552

固定資産除却損 6 84

投資有価証券売却損 － 6

投資有価証券評価損 103 68

特別損失合計 109 2,711

税金等調整前四半期純利益 3,143 2,036

法人税、住民税及び事業税 3,330 734

法人税等調整額 △1,715 366

法人税等合計 1,615 1,100

少数株主利益 0 0

四半期純利益 1,527 935
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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 3,143 2,036

減価償却費 7,844 4,420

負ののれん償却額 △1,201 △1,201

貸倒引当金の増減額（△は減少） 954 △3,957

賞与引当金の増減額（△は減少） － △315

ポイント引当金の増減額（△は減少） － △144

退職給付引当金の増減額（△は減少） 0 1

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） － 37

受取利息及び受取配当金 △446 △381

支払利息 8,263 7,126

為替差損益（△は益） － 93

社債償還益 － △414

構造改革費用 － 2,552

有形及び無形固定資産除却損 6 84

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） 103 68

売上債権の増減額（△は増加） 109,553 97,870

未収入金の増減額（△は増加） － 2,475

前払年金費用の増減額（△は増加） － 172

仕入債務の増減額（△は減少） △48,621 △35,127

割賦利益繰延の増減額（△は減少） △5,772 △2,861

その他の資産の増減額（△は増加） △55,242 5,924

その他の負債の増減額（△は減少） 6,855 △2,846

小計 25,439 75,620

利息及び配当金の受取額 445 383

利息の支払額 △8,141 △7,054

構造改革費用の支払額 － △38

法人税等の支払額 △358 △2,777

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,385 66,133

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 △1,423 △1,249

投資有価証券の取得による支出 △12 △0

投資有価証券の売却による収入 － 63

貸付けによる支出 △10 △6

貸付金の回収による収入 20 13

短期貸付金の純増減額（△は増加） △0 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 △1,375 △1,179
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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） △17,600 △54,710

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） △42,300 15,000

長期借入れによる収入 52,333 54,783

長期借入金の返済による支出 △56,038 △64,745

社債の償還による支出 － △2,385

自己株式の売却による収入 0 0

自己株式の取得による支出 △2 △0

配当金の支払額 － △700

財務活動によるキャッシュ・フロー △63,607 △52,759

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △93

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △47,598 12,101

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 80,221 105,627
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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） 

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） 

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） 

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） 

海外売上高がないため、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４月１日 至 平成21年９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事項

(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２四半期の個別業績（平成21年４月１日～平成21年９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２四半期 63,184 △7.2 4,261 29.4 4,083 86.2 1,254 △16.5

21年３月期第２四半期 68,059 ― 3,293 ― 2,193 ― 1,502 ―

 

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 7 17 ― ―
21年３月期第２四半期 8 58 ― ―

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 2,840,356 97,745 3.4 558 25

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２四半期 97,745百万円 21年３月期 95,215百万円

2. 個別部門別取扱高

部門

前第２四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９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 364,716 29.8 344,245 29.7 △5.6

個品あっせん 163,415 13.3 134,339 11.6 △17.8

信用保証 275,011 22.4 252,252 21.8 △8.3

融資 112,546 9.2 94,695 8.2 △15.9

その他 310,119 25.3 331,728 28.7 7.0

合計 1,225,809 100.0 1,157,261 100.0 △5.6

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 ：顧客が提携金融機関等から融資を受ける際に、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 

当期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２四半期累計期間 前第２四半期累計期間

表示科目 表示科目

前第２四半期累計期
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 852
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(1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円）

当第２四半期会計期間末
(平成21年９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 100,231 86,940

  割賦売掛金 936,420 971,097

  信用保証割賦売掛金 1,635,341 1,620,777

  前払費用 551 553

  繰延税金資産 6,902 7,254

  未収収益 50 49

  関係会社短期貸付金 3,766 3,565

  立替金 19,918 25,489

  未収入金 17,049 16,571

  その他 1,905 2,198

  貸倒引当金 △41,019 △44,116

  流動資産合計 2,681,118 2,690,380

 固定資産

  有形固定資産

   建物及び構築物 8,031 7,999

    減価償却累計額 △3,640 △3,475

    建物及び構築物（純額） 4,391 4,524

   工具、器具及び備品 1,242 1,143

    減価償却累計額 △768 △679

    工具、器具及び備品（純額） 474 464

   土地 14,831 14,831

   リース資産 230 263

    減価償却累計額 △98 △107

    リース資産（純額） 132 155

   有形固定資産合計 19,830 19,975

  無形固定資産

   施設利用権 135 156

   ソフトウエア 15,903 19,026

   無形固定資産合計 16,039 19,182

  投資その他の資産

   投資有価証券 17,948 15,132

   関係会社株式 2,233 2,233

   従業員に対する長期貸付金 151 158

   関係会社長期貸付金 89,189 118,406

   固定化営業債権 4,020 4,527

   長期前払費用 625 734

   繰延税金資産 4,487 5,512

   差入保証金 2,209 2,283

   前払年金費用 4,801 4,974

   その他 495 527

   貸倒引当金 △2,792 △3,322

   投資その他の資産合計 123,368 151,168

  固定資産合計 159,238 190,327

 資産合計 2,840,356 2,880,707
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（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末
(平成21年９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 12,570 14,655

  買掛金 24,311 25,286

  信用保証買掛金 1,635,341 1,620,777

  短期借入金 266,619 321,329

  関係会社短期借入金 470 550

  1年内返済予定の長期借入金 92,892 114,655

  コマーシャル・ペーパー 131,400 116,400

  未払金 5,698 4,265

  未払法人税等 151 1,160

  未払費用 1,354 1,483

  預り金 40,866 41,944

  前受収益 783 860

  賞与引当金 1,907 2,212

  ポイント引当金 1,509 1,653

  割賦利益繰延 71,639 71,830

  その他 1,381 1,688

  流動負債合計 2,288,896 2,340,754

 固定負債

  社債 31,700 34,500

  長期借入金 417,082 405,281

  利息返還損失引当金 1,437 1,399

  長期預り保証金 3,215 3,246

  その他 279 309

  固定負債合計 453,714 444,737

 負債合計 2,742,611 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 4,610 △5,943

   利益剰余金合計 50,412 49,858

  自己株式 △162 △162

  株主資本合計 96,856 96,302

 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 1,035 △926

  繰延ヘッジ損益 △147 △161

  評価・換算差額等合計 888 △1,087

 純資産合計 97,745 95,215

負債純資産合計 2,840,356 2,880,707
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(2) 四半期損益計算書

(単位：百万円)

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

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

営業収益

 総合あっせん収益 8,496 8,335

 個品あっせん収益 14,965 12,340

 信用保証収益 15,007 16,898

 融資収益 23,775 20,731

 その他の営業収益 3,048 3,019

 金融収益

  受取利息 1,880 959

  受取配当金 884 900

  その他の金融収益 0 ―

  金融収益合計 2,765 1,859

 営業収益合計 68,059 63,184

営業費用

 販売費及び一般管理費 56,518 51,329

 金融費用

  借入金利息 6,560 5,956

  コマーシャル・ペーパー利息 ― 648

  その他の金融費用 1,687 988

  金融費用合計 8,248 7,593

 営業費用合計 64,766 58,923

営業利益 3,293 4,261

営業外収益

 雑収入 78 66

 営業外収益合計 78 66

営業外費用

 利息返還損失引当金繰入額 1,176 212

 雑損失 1 32

 営業外費用合計 1,177 244

経常利益 2,193 4,083

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 ― 414

 特別利益合計 3 420

特別損失

 構造改革費用 ― 2,552

 固定資産除却損 6 77

 投資有価証券売却損 ― 6

 投資有価証券評価損 103 68

 特別損失合計 109 2,704

税引前四半期純利益 2,087 1,799

法人税、住民税及び事業税 2,294 167

法人税等調整額 △1,709 377

法人税等合計 584 544

四半期純利益 1,502 1,254
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