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（百万円未満四捨五入）

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 ）

(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

45 45

19 79

(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審議会会計基準編纂書810-10「連結」

　　　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

43

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

294 42

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無

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） ： 有

　　 新規　　－　　社　（社名　　　　　　　　　）　　　　除外　　　　　１社　（社名　オリックス・クレジット株式会社）

(注)　詳細は、9ページ「4. その他」をご覧ください。

(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、9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２四半期 株 21年 3月期 株

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

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

△ 63.5

55,266△ 39.3 △ 39.9△ 42.1

（財）財務会計基準機構会員

平成 22年 3月期　第２四半期決算短信　（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２四半期 20,15024,227△ 14.1 △ 60.822,472 △ 69.2471,447

 21年 3月期 第２四半期 548,738 △ 2.3 57,324 78,661

  
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２四半期

 21年 3月期

 22年 3月期 第２四半期

 21年 3月期 第２四半期

11,7767,918,537

8,369,736

175

16.0

207

1,265,438

621 610

13,0591,167,530 13.9

 通　　 　期 △ 10.1960,000

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。

97,131,537

36.830,000

110,218,802

合計期末

 21年 3月期

 22年 3月期

（基準日）

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

 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　

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、7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。

88,967,788

2,763,620 2,816,847
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オリックス株式会社（8591）平成 22 年 3月期 第２四半期決算短信 

 

1. 連結経営成績に関する定性的情報 
 

第２四半期連結累計期間の経営成績 

 

  前第２四半期

連結累計期間

当第２四半期

連結累計期間

増減 増減率 

営業収益 （百万円） 548,738 471,447 △77,291 △14％

税引前四半期純利益 （百万円） 78,661 24,227 △54,434 △69％

当社株主に帰属する四半期純利益 （百万円） 55,266 20,150 △35,116 △64％

１株当たり当社株主に帰属する 

四半期純利益（基本的） （円）  621.19 207.45 △413.74 △67％

（希薄化後） （円） 610.79 175.45 △435.34 △71％

ＲＯＥ（株主資本四半期純利益率、年換算） （％） 8.8 3.3 △5.5 － 

ＲＯＡ（総資本四半期純利益率、年換算） （％） 1.24 0.49 △0.75 － 
（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き、当社株主に帰属する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＞ 

 

各国政府の大規模な財政政策が功を奏し、金融危機の広がりと悪化に歯止めがかかりつつあります。中国を

始めとするアジア諸国では景気回復の動きが見られ、米国でも予想以上に回復が進んでいます。世界経済は、

金融危機に端を発した景気後退から徐々に脱却しつつあります。 
 
米国経済は、新車購入支援制度、公共事業支出、税制優遇策等により底打ちの傾向が見られましたが、上昇

し続ける失業率と個人消費の低下が景気回復の足かせとなっています。 
 
日本では 9 月に歴史的な政権交代が行われましたが、より消費者向けの景気対策、公共事業費の大幅削減等

新政権の政策が実体経済と資本市場へ及ぼす影響について、関心が高まっています。輸出関連業種において

一部に回復の兆しが見えているものの内需関連や中小企業の状況は厳しく、本格的な景気回復の時期につい

ては不透明です。 

 

 

＜業績総括（平成 21 年 4 月 1日から平成 21 年 9 月 30 日まで）＞ 

 

当第２四半期連結累計期間の営業収益は、前年同期の 548,738 百万円に比べて 14％減の 471,447 百万円にな

りました。国内外における金融資本市場の回復が見られるなか、主に米国株式・債券市場の改善が寄与した

ことにより「有価証券等仲介手数料および売却益」は利益に転じました。一方、案件選別と回収業務の強化、

および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引き続き減少しました。さ

らに、連結子会社であったオリックス・クレジット株式会社が、平成 21 年 7 月に持分法適用関連会社に変更

になったことに伴い営業貸付金は減少しました。また、不動産市場の停滞による賃貸不動産の売却の減少に

より「賃貸不動産売却益」が前年同期に比べ減少しました。 

 

営業費用においては、依然として厳しい経済環境が続くなか「貸倒引当金繰入額」が増加しましたが、「不

動産販売原価」はマンション分譲事業での評価損の計上が減少したことや引き渡し戸数の減少、「販売費お

よび一般管理費」は経費削減に取り組んだ成果、および「支払利息」は有利子負債圧縮により、それぞれ前

年同期に比べて減少しました。また、共同事業体型のマンション分譲事業においても引き渡し戸数が減少し

たことや、当第 1 四半期連結会計期間に発生した関連会社の会社更生法申請に伴う損失を計上したことによ

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 78,661 百万円に比べて 69％減の 24,227 百万円、当社株主

に帰属する四半期純利益は前年同期の 55,266 百万円に比べて 64％減の 20,150 百万円になりました。今期の

業績見通しにおける当社株主に帰属する当期純利益 30,000 百万円に対し、第２四半期連結累計期間での進捗

率は 67％となり、業績は順調に推移しています。 
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＜セグメント別動向＞  

 

当第２四半期連結会計期間のセグメント利益（下記（注２）参照）は、当第１四半期連結会計期間と比較す

ると「法人金融サービス事業部門」は貸倒引当金繰入額の増加により赤字を計上しましたが、「投資銀行事業

部門」の赤字幅は減少し、「メンテナンスリース事業部門」「不動産事業部門」「リテール事業部門」で利益が

増加「海外事業部門」は計画を上回る利益水準を維持するなど業績は回復基調です。 

 
（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２四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 

当事業部門では、主に融資事業、リース事業、金融商品販売などの手数料ビジネスおよび環境関連ビジネス

を行っています。 

 

セグメント収益は、前年同期の 70,204 百万円に比べて 16％減の 58,830 百万円になりました。厳しい事業環

境のもと企業の前向きな資金需要が低迷していることや回収業務を強化したことにより、ファイナンス・リ

ース投資および営業貸付金の平均残高が前年同期に比べて 24％減少したことによるものです。 

 

セグメント費用は、支払利息や販売費および一般管理費が前年同期に比べ減少したものの、担保物件の再査

定や不良債権の早期回収を進めたことなどにより貸倒引当金繰入額は前年同期比 58％増加しました。しかし

ながら不良債権の発生は、不動産業向けの新規実行を抑制し、保全強化に取り組んだことにより、前第４四

半期連結累計期間以降においては減少しています。 

 

上記の結果、セグメント利益は前年同期の 7,145 百万円の利益から 9,149 百万円の損失となりました。 

 

セグメント資産は、ファイナンス・リース投資や営業貸付金残高が減少したことにより前連結会計年度末比

13％減の 1,384,106 百万円になりました。 

 

メンテナンスリース事業部門 

当事業部門は、自動車およびレンタル事業により構成されています。自動車事業では自動車リース事業、レ

ンタカーやカーシェアリング事業も営んでおります。レンタル事業では、測定機器・情報関連機器などのレ

ンタル事業およびリース事業を行っています。 

 

景気低迷による自動車事業での法人顧客のコスト削減等による需要の減少や、レンタル事業での設備投資意

欲の減退など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。 

 

セグメント収益は上記の要因により、前年同期の 117,562 百万円に比べて 4％減の 112,383 百万円となりま

した。 

 

セグメント費用は、販売費および一般管理費が減少する一方、低迷する中古車市場を背景とした慎重な残存

価額設定等により減価償却費が前年同期比 4％増加しております。 

 

上記の結果、セグメント利益は前年同期の 14,752 百万円に比べて 27％減の 10,703 百万円、期初の利益見通

し 25,000 百万円に対する現時点での進捗率は 43％となりました。 

 

セグメント資産は低稼働資産の売却および需要低迷による新規実行の低調により、前連結会計年度末比 7％

減の 600,792 百万円になりました。 

 

不動産事業部門 

当事業部門は、オフィスビル・商業施設などの開発・賃貸事業、マンション分譲事業、ホテル・ゴルフ場・

研修所等の運営事業、高齢者向け住宅の開発・運営事業、不動産投資法人（REIT）の資産運用・管理事業お

よび不動産投資顧問業を行っています。 
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不動産売買は小規模な物件に動きが出始め、首都圏のマンション市場は底打ちの兆しが見え始めています。

一方、オフィスビル市場では、空室率は依然高い水準で推移しており、賃料水準も下落傾向が続くなど不動

産市場全体としてはかつての力強さを取り戻すには至っていません。 

 

このような状況下、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が、インテージ秋葉原ビルの

売却により約 70 億円の売却益を計上しています。 

 

マンション分譲事業は引き渡し戸数が 1,377 戸から 726 戸へ減少したことで収益は減少しましたが、開発中

物件の評価損の計上が大幅に減少したため、利益は増加しました。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譲渡した影響で建物総合管理サービスからの収入および費用が減少しました。 

 

上記の結果、セグメント収益は前年同期の 142,937 百万円に比べて 33％減の 95,940 百万円、セグメント利

益は前年同期の 40,111 百万円に比べて 73％減の 10,728 百万円となりました。期初の利益見通し 20,000 百

万円に対する現時点での進捗率は 54％となっており、順調に推移しています。 

 

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に比べて 2％減の 1,150,491 百万円

となりました。 

 

投資銀行事業部門 

当事業部門では、不動産ファイナンス事業、商業用不動産担保ローンの証券化事業、サービサー（債権回収）

事業、プリンシパル・インベストメント事業、Ｍ＆Ａアドバイザリー事業およびベンチャーキャピタル事業

を行っています。 

 

セグメント収益は前年同期の 48,248 百万円に比べて 15％減の 41,178 百万円になりました。不動産ファイナ

ンス事業においては、回収に注力したことや新規実行が減少したことから、前年同期比で営業貸付金平均残

高および投資有価証券（特定社債を含む）平均残高がそれぞれ 33％減少し、それに伴い収益および利益も減

少しました。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が、サービシング業務による受取手数料は前年同期より増加

しました。 

 

セグメント費用は支払利息や販売費および一般管理費は前年同期に比べてそれぞれ 25％、10％減少しました

が、ノンリコースローンの裏付け資産からの回収可能性を見直した結果、貸倒引当金繰入額が大幅に増加し

ております。 

 

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計上に加え、株式会社大京や富士火災

海上保険株式会社からの利益が減少したため、持分法投資損益は前年同期に比べて減少しましたが、大幅な

評価損を計上した前第３四半期会計期間以降は損失幅が縮小しています。 

 

上記の結果、セグメント利益は前年同期の 12,326 百万円の利益から 13,745 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以降は赤字幅が縮小しています。 

 

セグメント資産は前連結会計年度末比 4％減の 1,265,140 百万円となりました。不動産のバリューチェーン

を活用することで回収を極大化するために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）の一部をオペレーティング・リース投資に振替えています。その結果、営業貸

付金および投資有価証券（特定社債を含む）が減少する一方、オペレーティング・リース投資が増加しまし

た。 

 

リテール事業部門 

当事業部門は、信託銀行業、生命保険事業、証券業、および関連会社のカードローン事業により構成されて

います。 

 

カードローン事業は、金融機関とのアライアンス戦略のもと株式会社三井住友銀行との共同事業となり、平

成 21 年 7 月 1 日にオリックス・クレジット株式会社の株式 51％を譲渡しました。これに伴い子会社株式売
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却益を計上し、当第２四半期連結会計期間以降は他の持分法適用関連会社と同様に、持分に応じた損益がセ

グメント利益に計上されます。 

 

信託銀行業は、営業貸付金の増加による収益増に加え貸倒引当金繰入額が減少したために増益となりました。

また、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に加えて法人向け融資を強化し、次の成長ス

テージに向けて預金量も拡大させています。生命保険事業は前年同期に比べて新商品の契約数増加により保

険関連損益が、市場環境の回復により運用損益が改善しました。証券業は、手数料の引き下げ競争が激化し、

前年同期と比べ有価証券等仲介手数料が減少しました。 

 

上記の結果、セグメント収益は前年同期の 96,105 百万円に比べて 15％減の 82,112 百万円、セグメント利益

は前年同期の 8,222 百万円に比べて 80％増の 14,820 百万円となりました。期初の利益見通し 20,000 百万円

に対する、現時点での進捗率は 74％となり、セグメント損失を計上した前第４四半期連結会計期間以降、順

調に推移しています。セグメント資産は前連結会計年度末比 9％減の 1,419,020 百万円となりました。 

 

海外事業部門 

 

当事業部門は、米州およびアジア・大洋州・欧州における、リース事業、融資事業、債券投資事業、投資銀

行業務、不動産関連事業、船舶・航空機関連事業により構成されています。 

 

セグメント収益は前年同期の 93,317 百万円に比べて 6％減の 88,039 百万円になりました。今期に入り米国

の株式・債券市場が改善したことから、有価証券等仲介手数料および売却益が増加しました。一方、主にア

ジア・大洋州地域において、円高の影響や新規取り組みに慎重な対応をしたことにより、オペレーティング・

リース投資およびファイナンス・リース投資の平均残高は前年同期比 26％減少しました。この平均残高の減

少に加えて円高の影響などにより、オペレーティング・リース収益およびファイナンス・リース収益は 27％

減少しました。また、米州地域でも営業貸付金の減少に加え、市場金利の低下および円高の影響などにより

貸付金収益が減少しました。 

 

セグメント費用は米州において貸倒引当金繰入額が増加したものの、主に借入債務の期中平均残高の減少に

加え、市中金利の低下および円高の影響などにより支払利息が減少しております。 

 

当第２四半期累計期間においてアジア地域におけるプリンシパル・インベストメント投資先からの利益が貢

献した結果、セグメント利益は前年同期の 13,968 百万円に比べて 54％増の 21,489 百万円となり、現時点で

期初の利益見通し 15,000 百万円を大きく上回る結果となりました。 

 

セグメント資産は前連結会計年度末比 10％減の 851,813 百万円となりました。これは主に新規取り組みに慎

重な対応をしたことや円高の影響により、営業貸付金、ファイナンス・リース投資およびオペレーティング・

リース投資が減少したことによるものです。 
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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 

 

  
当第２四半期 

連結会計期間末

前連結会計 

年度末 
増減 増減率 

総資産       （百万円）  7,918,537 8,369,736 △451,199 △5％

 （うち、セグメント資産） 6,671,362 7,232,671 △561,309 △8％

負債合計      （百万円） 6,611,637 7,158,743 △547,106 △8％

 （うち、長短借入債務） 4,684,693 5,252,012 △567,319 △11％

 （うち、預金） 744,458 667,627 76,831 12％ 

株主資本      （百万円） 1,265,438 1,167,530 97,908 8％

１株当たり株主資本 （円） 11,776.43 13,059.59 △1,283.16 △10％
（注３） 

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。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。 

 

総資産は、前連結会計年度末の 8,369,736 百万円に比べて 5％減の 7,918,537 百万円になりました。賃貸不

動産の取得に伴う「オペレーティング・リース投資」や「投資有価証券」は増加しましたが、新規取引を慎

重に選別し、回収業務を強化している「営業貸付金」や「ファイナンス・リース投資」は減少しました。ま

た、連結子会社であったオリックス・クレジット株式会社が持分法適用関連会社に変更になったことに伴い

「営業貸付金」は減少し、「関連会社投資」が増加しました。なお、セグメント資産は、前連結会計年度末に

比べて 8％減の 6,671,362 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。 

 

株主資本は平成 21 年 7 月の新株発行により 830 億円を調達した結果、前連結会計年度末に比べて 8％増の

1,265,438 百万円になり財務の安定性は強化されています。 

 

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

132,883 百万円増加し、592,852 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、「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 125,894

百万円から当第２四半期連結累計期間は 100,973 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や、「子会社売却(売却時現金控除後)」に伴う投資の回収などにより、前年同期

の 112,122 百万円の資金流出から当第２四半期連結累計期間は 352,351 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、財務の安定性強化の方針に則り新株発行による調達を行う一方で、

有利子負債を圧縮したことにより、前年同期の 16,415 百万円から当第２四半期連結累計期間は 319,130 百万

円の資金流出になりました。 

 

営業活動および投資活動のキャッシュ・フローが資金流入となった結果、資金残高は増加し資金繰りは安定

しています。 

 
（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 10.1％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。 

 

セグメント利益は以下を予想しています。 

事業部門 セグメント利益

（期初見通し）

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、回収強化に伴いセグメント資産は減

少している。不良債権の新規発生は収束、回収も早

期に進んでおり、下半期の貸倒引当金繰入額は減少

を見込む。環境変化の中、ビジネスチャンスはもら

さず獲得していく。 

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伸び悩んでいるが、下半期は

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んでいく。 

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ており、下半期も同様の傾

向。不動産市況悪く売却益は見込みにくい環境。 

投資銀行事業部門 △150 億円 ノンリコースローンは、回収強化・新規抑制による

資産減少で収益は減少している。下半期は貸倒引当

金繰入額については十分な手当を見込んでいる。ジ

ョイント・コーポレーションの会社更生法による損

失を計上したが、大京・富士火災からの大幅な取込

損・評価損がなくなり、セグメント損失額は昨年度

の実績を大きく下回る。 

リテール事業部門 200 億円 信託銀行業における資産増加は堅調に推移、生命保

険事業での運用益の改善は下半期も同様の傾向を見

込む。カードローン事業は当第２四半期連結会計期

間でオリックス・クレジットの株式売却益を計上、

以降は持分法投資損益で認識。セグメント利益は昨

年度の実績を大きく上回る見込み。 

海外事業部門 150 億円 与信の厳格化により全般的に資産は減少している。

下半期でのクレジットコストは米州では増加、アジ

ア地域は横這いを見込む。市況全般の好転に伴って、

投資有価証券の評価益（米州）、プリンシパル・イ

ンベストメント投資からの利益（アジア）が計上さ

れており、全体の利益は好調に推移する見込み。 

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。セグメント利益には税金費用は含まれておりません。 

 

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、四半期毎の業績予

想は行っておりません。 
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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） 

 

当社が保有するオリックス・クレジット株式会社の株式の一部を譲渡したことにより、当第２四半期連結会

計期間から、オリックス・クレジット株式会社は連結子会社から持分法適用関連会社に異動しております。 

 

 

 

(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、米国財務会計基準審議会会計基準編纂書(以下、会計基準編纂書)805「企業結合」(旧

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。この会計基準編纂書は、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、会計基準編纂書 810-10「連結」(旧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。この会計基準編纂書は、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。この会計基準編纂書におい

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。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

表示方法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。 

 

平成 21 年 4 月 1 日より、会計基準編纂書 815-40「デリバティブおよびヘッジ活動－企業の自社株式に関す

る契約」(旧発生問題専門委員会の EITF 第 07-5 号(金融商品（または組込商品）が企業の自社株式を参照す

るものであるか否かの決定))を適用しております。この会計基準編纂書は、自社株式に連動する金融商品(ま

たは組込商品)に含まれる偶発的行使条項について、自社株式を指標としているとみなされるか否かのガイダ

ンスを改訂するものです。当社の発行した米ドル建転換制限条項付転換社債型新株予約権付割引社債に付随

している条項が適用対象となり、当該社債の転換権をデリバティブとして分離することが要求されています。

この会計処理の変更は発行時から遡及適用することが要求されており、当期首において利益剰余金を調整し

ております。 

 

平成 21 年 9月 30 日より、会計基準編纂書 105「一般に公正妥当と認められた会計原則」（旧米国財務会計基

準書第 168 号（米国財務会計基準審議会会計基準編纂書および一般に公正妥当と認められた会計原則のヒエ

ラルキー－基準書第 162 号の改訂－））を適用しております。この会計基準編纂書は、米国財務会計審議会の

会計基準編纂書が、唯一の公正妥当と認められた会計基準であると規定しています。この適用により、開示

における会計基準への参照は会計基準編纂書に基づき変更をしております。 
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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9月30日） （平成21年3月31日） （平成21年9月30日） （平成21年3月31日）

現金および現金等価物 592,852 459,969 短期借入債務 704,168 798,167

使途制限付現金 133,241 128,056 預金 744,458 667,627

定期預金 4,218 680 支払手形および未払金等 337,959 370,310

ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ投資 815,827 914,444 未払費用 86,031 96,662

営業貸付金 2,683,518 3,304,101 保険契約債務 417,856 442,884

貸倒引当金 △ 160,384 △ 158,544 未払法人税等 170,064 160,358

ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ･ﾘｰｽ投資 1,286,127 1,226,624 受入保証金 170,576 168,890

投資有価証券 945,029 926,140 長期借入債務 3,980,525 4,453,845

その他営業資産 187,890 189,560 (負債合計) 6,611,637 7,158,743

関連会社投資 379,821 264,695 償還可能非支配持分 24,408 25,396

その他受取債権 223,730 228,581 契約債務および偶発債務

棚卸資産 174,863 197,960

資本金 143,899 102,216

前払費用 36,421 34,571

資本剰余金 178,766 136,313

社用資産 90,014 86,945

利益剰余金 1,087,035 1,071,919

その他資産 525,370 565,954

その他の包括利益累計額 △ 94,702 △ 92,384

自己株式（取得価額） △ 49,560 △ 50,534

(当社株主資本合計) 1,265,438 1,167,530

非支配持分 17,054 18,067

(資本合計) 1,282,492 1,185,597

資産合計 7,918,537 8,369,736 負債・資本合計 7,918,537 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２四半期 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 7,448 △ 5,615

確定給付年金制度 △ 15,720 △ 16,221

為替換算調整勘定 △ 86,614 △ 71,791

未実現ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ評価益 184 1,243

△ 94,702 △ 92,384

     2. 米国財務会計基準審議会会計基準編纂書810-10「連結」を当連結会計年度より適用しています。当該会計基準編纂書の適用により、

      　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２四半期 前連結会計年度末にかかる 当第２四半期 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 9月30日）

営 業 収 益 98 86

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ収益 91 74

ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾘｰｽ収益 103 96

貸付金および有価証券利息 92 71

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 98 91

不動産販売収入 71 73

賃貸不動産売却益 228 12

その他の営業収入 110 90

営 業 費 用 106 91

支払利息 103 83

ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾘｰｽ原価 108 100

生命保険費用 98 85

不動産販売原価 100 56

その他の営業費用 111 86

販売費および一般管理費 98 92

貸倒引当金繰入額 194 144

長期性資産評価損 - -

有価証券評価損 149 109

為替差損（△益） - -

営 業 利 益 58 39

持分法投資損益 88 -

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 61 31

法人税等 63 30

継 続 事 業 か ら の 利 益 59 31

非継続事業からの損益

非継続事業からの損益 18,596 9,421

法人税等 △ 7,764 △ 3,220

非継続事業からの損益（税効果控除後） 65 57

四 半 期 純 利 益 60 36

非支配持分に帰属する四半期純利益（△損失） 77 -

償還可能非支配持分に帰属する四半期純利益 49 156

当 社 株 主 に 帰 属 す る 四 半 期 純 利 益 60 36

     

     

　について組替再表示しています。

　計算書上で少数株主利益として報告していたものを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

14,28745,820

20,150

　するとともに、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。

20,488

△  741

当第２四半期連結累計期間

24,227

2.米国財務会計基準審議会会計基準編纂書810-10「連結」を適用しています。当該会計基準編纂書の適用により、従来、連結損益

55,266

692

△  4,53821,570

6,293△  233

(注) 1.米国財務会計基準審議会会計基準編纂書205-20「財務諸表の表示-非継続事業」に従って、非継続事業にかかる損益を独立表示

6,20110,832

前第２四半期連結累計期間

1,079

32,841

78,661

9,940

56,652

694

352△  357

22,47257,324

298-

6,0855,583

117,754127,570

39,47527,471

75,97388,561

46,44054,686

20,73436,803

43,70552,727

98,15998,370

140,246155,260

448,975491,414

2,26218,562

57,18962,963

21,04628,697

74,036103,744

10,517△  1,118

140,489145,983

25,66234,647

9月30日）

前年
同期比
(%)

471,447548,738

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２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

 (自　平成20年 4月 1日  (自　平成21年 4月 1日

  至　平成20年 9月30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:
四半期純利益 56,652 20,488 
営業活動から得た現金(純額)への四半期純利益の調整:

減価償却費・その他償却費 97,369 85,256 
貸倒引当金繰入額 27,471 39,475 
保険契約債務の減少 △ 16,473 △ 25,028 
証券化による売却損益 △ 212 107 
持分法投資損益 △ 21,570 5,156 
子会社・関連会社株式売却損益および清算損 233 △ 6,293 
売却可能有価証券の売却益 △ 92 △ 3,086 
賃貸不動産売却益 △ 18,562 △ 2,262 
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 △ 4,275 △ 3,408 
長期性資産評価損 -  298 
有価証券評価損 5,583 6,085 
使途制限付現金の増加 △ 216 △ 5,410 
売却予定の営業貸付金の減少 10,285 1,052 
短期売買目的有価証券の増加 △ 454 △ 1,424 
棚卸資産の減少 18,667 18,333 
前払費用の増加 △ 7,885 △ 1,921 
未払費用の減少 △ 19,600 △ 8,281 
受入保証金の増加(減少) 2,933 △ 54 
その他の増減(純額) △ 3,960 △ 18,110 

営業活動から得た現金(純額) 125,894 100,973 

投資活動によるキャッシュ・フロー:
リース資産の購入 △ 474,758 △ 190,401 
ファイナンス・リース投資の回収 232,725 182,529 
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 20,112 8,175 
顧客への営業貸付金の実行 △ 629,748 △ 320,600 
営業貸付金の元本回収 758,311 520,703 
オペレーティング・リース資産の売却 111,108 63,231 
関連会社への投資(純額) △ 2,244 △ 8,417 
関連会社投資の売却 1,953 4,393 
売却可能有価証券の購入 △ 219,951 △ 176,518 
売却可能有価証券の売却 79,148 72,624 
売却可能有価証券の償還 72,017 78,145 
満期保有有価証券の購入 -  △ 9,733 
その他の有価証券の購入 △ 62,111 △ 6,346 
その他の有価証券の売却 20,586 11,293 
その他営業資産の購入 △ 6,146 △ 2,723 
子会社買収(取得時現金控除後) △ 4,857 △ 4,944 
子会社売却(売却時現金控除後) -  126,721 
その他の増減(純額) △ 8,267 4,219 

投資活動から得た(に使用した)現金(純額) △ 112,122 352,351 

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減少(純額) △ 131,151 △ 51,143 
満期日が３ヶ月超の借入債務による調達 1,249,643 430,468 
満期日が３ヶ月超の借入債務の返済 △ 1,112,355 △ 839,776 
預金の受入の増加(純額） 51,487 76,972 
新株発行 199 83,036 
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 △ 13,400 
自己株式の取得 △ 29,290 △ 2 
その他の増減(純額) 81 976 

財務活動に使用した現金(純額) △ 16,415 △ 319,130 

現金および現金等価物に対する為替相場変動の影響額 698 △ 1,311 
現金および現金等価物増加(減少)額(純額) △ 1,945 132,883 
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 318,710 592,852 
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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２四半期

（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 9月30日） 至　平成21 年 9月30日） (平成21年3月31日) (平成21年9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 70,204 7,145 58,830 △ 9,149 1,583,571 1,384,106

ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾘｰｽ事業 117,562 14,752 112,383 10,703 648,314 600,792

不動産事業 142,937 40,111 95,940 10,728 1,175,437 1,150,491

投資銀行事業 48,248 12,326 41,178 △ 13,745 1,321,491 1,265,140

ﾘﾃｰﾙ事業 96,105 8,222 82,112 14,820 1,554,006 1,419,020

海外事業 93,317 13,968 88,039 21,489 949,852 851,813

568,373 96,524 478,482 34,846 7,232,671 6,671,362

四半期連結財務諸表

（連結財務諸表）との調整 △ 19,635 △ 17,863 △ 7,035 △ 10,619 1,137,065 1,247,175

548,738 78,661 471,447 24,227 8,369,736 7,918,537

(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２四半期連結累計期間 　　　(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 481,289 38,495 52,696 △ 23,742 548,738

セグメント利益 82,816 3,367 11,074 △ 18,596 78,661

当第２四半期連結累計期間

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 398,499 44,110 40,508 △ 11,670 471,447

セグメント利益 13,051 8,356 12,241 △ 9,421 24,227

(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２四半期連結累計期間 　　　(単位:百万円)

米州地域 その他海外 計

海外営業収益 37,861 54,677 92,538

連結営業収益 548,738

連結営業収益に占める

海外営業収益の割合 6.9% 10.0% 16.9%

当第２四半期連結累計期間

米州地域 その他海外 計

海外営業収益 48,442 41,092 89,534

連結営業収益 471,447

連結営業収益に占める

海外営業収益の割合 10.3% 8.7% 19.0%

(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２四半期連結累計期間

連結合計

ｾｸﾞﾒﾝﾄ計

前第２四半期連結累計期間
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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 

 

平成 21 年 7月 21 日に、当社は、主に国内外の募集により普通株式 18,000 千株を発行し、資本金および資本

剰余金がそれぞれ 41,677 百万円および 41,347 百万円増加しております。 
 

 

 

(7) 重要な後発事象 

 

該当事項はありません。 
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