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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 97,063 △10.8 7,717 1.7 9,261 14.7 3,646 △5.4

21年3月期第3四半期 108,766 ― 7,590 ― 8,076 ― 3,855 ―

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3四半期 20.83 ―

21年3月期第3四半期 22.01 ―

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3四半期 2,908,044 102,303 3.5 584.19
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3四半期  102,287百万円 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3四半期 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3四半期  303,432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3四半期 175,093,836株 21年3月期第3四半期 175,117,955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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、好調な新興国経済に牽引され、輸出や生産の回復が

続いているものの、円高やデフレの進行による国内雇用情勢や所得環境の悪化により、一段と個人消費が

落ち込む等、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

当業界におきましては、景況低迷に加え、割賦販売法改正の影響や貸金業法の段階的な施行による規制

強化への対応等、大変厳しい経営環境となりました。 

このような状況下、当社グループは、強靭な経営基盤の確立を目指し「事業収益性の向上」と「コスト

構造改革」という２大テーマによる生産性向上策を積極的に取り組んでまいりました。 

「事業収益性の向上」については、取引の採算性向上に努めるとともに、環境対応商品や教育分野の拡

大、さらにブライダルローン専用サイト「Prechante/プレシャンテ」の推進など、MUFGグループとも連携

して成長分野へ積極的に取り組んでまいりました。 

「コスト構造改革」については、与信業務の集中化によるローコストオペレーション体制を構築すると

ともに、法令対応や消費者・加盟店のニーズに応えられるような高品質の業務運営を目指してまいりまし

た。 

一方、営業費用につきましては、加盟店との取引条件見直しによる販売促進費の削減やカード発行費用

の抑制、全社的な取り組みによるコストの圧縮が概ね順調に推移しました。また、希望退職の実施や拠点

統廃合による人員の削減により人件費が減少、さらに与信の厳格化、加盟店管理強化を継続的に実施した

ことにより、貸倒関連費用を大幅に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におきましては、債権残高の減少

に伴い、当第３四半期累計期間の営業収益は44億95百万円（前年同期比51.8％減）、経常損失は６億95百

万円（前年同期は経常利益８億73百万円）、四半期純損失は12億93百万円（前年同期は純損失２億19百万

円）となりました。 

以上の結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の営業収益は970億63百万円（前年同期比

10.8％減）となり、経常利益は92億61百万円（前年同期比14.7％増）となりました。四半期純利益は希望

退職に伴う割増退職金等を特別損失に計上したことにより36億46百万円（前年同期比5.4％減）となりま

した。 

  

収益性向上に向けてカードショッピングのリボルビング残高の拡大を図るプロモーション等を継続的に

実施いたしました。加えて、公共料金、携帯電話料金等の生活関連分野のカード決済を推進し、会員一人

当たりの利用額増加にも取り組んでまいりました。更に、採算性の観点から、主要先を含めた提携先との

取引条件の見直しも実施いたしました。 

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

らの獲得が寄与、新規入会会員数は順調に推移いたしましたが、未稼働会員の整理や既存の利用率の低い

提携カードの取引見直しを行った結果、在籍会員数は微増となりました。 

取扱高につきましては、個人消費低迷の影響は避けられませんでした。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の取扱高は5,273億54百万円（前年同期比4.3％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）
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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である「通販パック」の拡大に努め、テレビ

ショッピングや百貨店等との提携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開発し

た専用サイト「Prechante/プレシャンテ」（提携結婚式場及び披露宴会場の紹介）に掲載する加盟店及び

取扱高の増加に取り組んでまいりました。 

オートローンにつきましては、新車販売時のエコカーに対する国の支援策（減税・補助金）効果によ

り、新車販売に明るい兆しがあるものの、中古車市場はいまだ回復には至っておらず、市況全体として依

然厳しい状況が続いております。このような中、「残価据置ローン」や「ネオ・バリアぶるプラン（希望

に応じて返済額の変更が可能）」等を推進してまいりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の取扱高は1,882億72百万円（前年同期比19.9％減）となりま

した。 

  

成長分野である太陽光発電、オール電化等の環境対応商品を重点的に推進した結果、取扱高は増加いた

しました。 

銀行個人ローン保証については、商品内容を見直すとともに金融機関との新規提携の拡大に努めてまい

りました。その結果、カードローン保証残高は減少したものの、マイカーローン保証等の目的ローン保証

は堅調に推移し、銀行個人ローン保証全体の保証残高は増加いたしました。  

投資用マンションを対象とする住宅ローン保証につきましては、提携先の堅調な販売により、概ね計画

通りに推移いたしました。未収債権につきましても計画通り抑制しており、着実に良質な保証残高を積み

上げております。 

しかしながら、オートローン保証につきましては、市況の影響を受け取扱高が前年同期を大幅に下回る

結果となりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の取扱高は3,801億75百万円（前年同期比5.2％減）となりまし

た。 

  

消費者金融市場は、貸金業法の改正に伴う収縮が続いており、当社のカードキャッシングにおいても影

響を受けております。引き続き与信の厳格化を進め債権の良質化に取り組んでまいりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の取扱高は1,382億39百万円（前年同期比15.3％減）となりま

した。 

  

集金代行業務は、不動産管理会社との家賃関連及び互助会会費の取扱が堅調に推移いたしました。  

連結子会社におきましては、カーリース業務、保険代理店業務、サービサー業務等、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３四半期連結累計期間の取扱高は5,041億28百万円（前年同期比5.7％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３四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31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 550,810 30.1 527,354 30.3 △4.3

個品あっせん 235,086 12.9 188,272 10.8 △19.9

信用保証 401,020 22.0 380,175 21.9 △5.2

融資 163,156 8.9 138,239 8.0 △15.3

その他 477,105 26.1 504,128 29.0 5.7

合計 1,827,179 100.0 1,738,171 100.0 △4.9

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３四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３四半期連結会計期間末における資産の残高は、２兆9,080億44百万円となり、前連結会計年度末

と比較して1,165億44百万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３四半期連結会計期間末における負債の残高は、２兆8,057億40百万円となり、前連結会計年度末

と比較して1,209億98百万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３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、1,023億３百万円となり、前連結会計年度末と

比較して44億54百万円増加となりました。これは、利益剰余金及び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３四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4,713億33百万円少なく計

上されております。 
  

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、1,178億80百万円（前年同期比１億23百万

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３四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、1,039億88百万円（前年同期比348億

57百万円増）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３四半期連結累

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303億24百万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３四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、20億３百万円（前年同期比23億89百

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３四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、775億60百万円（前年同期比27億60

百万円減）となりました。これは、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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当期の業績見通しにつきまして、営業収益は、第３四半期累計期間と同様に推移するものと想定してお

りますが、改正業法に対応する費用が当初の想定通り第４四半期に増加する見込みであります。加えて経

済情勢等が依然不透明な状況であり不確定要素もあるため、平成21年10月16日に発表いたしました通期の

業績予想の変更はありません。なお、個別業績予想につきましても同様であります。 
  

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３四半期連結累計期間 前第３四半期連結累計期間

表示科目 表示科目

前第３四半期連結累
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 1,315

当第３四半期連結累計期間 前第３四半期連結累計期間

表示科目 表示科目

前第３四半期連結累
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） △985

 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） 579

 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） 1,055

 為替差損益（△は益）  受取利息及び受取配当金 △8

 未収入金の増減額（△は増加）  その他の資産の増減額（△は増加） △57,530

 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） △857
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 117,880 93,526

割賦売掛金 987,205 1,090,646

信用保証割賦売掛金 1,708,416 1,740,180

リース投資資産 13,694 17,333

繰延税金資産 5,242 7,376

立替金 19,042 25,573

未収入金 30,181 27,548

その他 4,118 3,750

貸倒引当金 △44,010 △51,997

流動資産合計 2,841,771 2,953,938

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,163 8,166

減価償却累計額 △3,804 △3,545

建物及び構築物（純額） 4,358 4,620

土地 14,988 14,988

リース資産 278 310

減価償却累計額 △149 △132

リース資産（純額） 129 178

その他 1,531 1,493

減価償却累計額 △975 △885

その他（純額） 555 608

有形固定資産合計 20,032 20,395

無形固定資産   

ソフトウエア 14,340 19,183

その他 128 167

無形固定資産合計 14,468 19,350

投資その他の資産   

投資有価証券 17,544 15,135

固定化営業債権 3,654 4,527

長期前払費用 576 735

繰延税金資産 4,741 5,520

差入保証金 2,388 2,490

前払年金費用 4,771 4,974

その他 718 840

貸倒引当金 △2,624 △3,322

投資その他の資産合計 31,771 30,903

固定資産合計 66,272 70,649

資産合計 2,908,044 3,024,588
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 38,662 42,560

信用保証買掛金 1,708,416 1,740,180

短期借入金 244,459 321,329

1年内返済予定の長期借入金 160,454 114,655

コマーシャル・ペーパー 116,200 116,400

未払金 3,546 4,284

未払法人税等 662 2,668

預り金 43,983 42,159

賞与引当金 1,079 2,478

ポイント引当金 1,541 1,653

割賦利益繰延 74,896 78,861

その他 5,179 5,074

流動負債合計 2,399,081 2,472,304

固定負債   

社債 31,700 34,500

長期借入金 362,079 405,281

退職給付引当金 20 17

役員退職慰労引当金 60 55

利息返還損失引当金 1,452 1,399

長期預り保証金 3,262 3,246

負ののれん 7,811 9,614

その他 272 318

固定負債合計 406,658 454,434

負債合計 2,805,740 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 55,422 52,476

自己株式 △162 △162

株主資本合計 101,866 98,921

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 570 △926

繰延ヘッジ損益 △148 △161

評価・換算差額等合計 421 △1,087

少数株主持分 16 15

純資産合計 102,303 97,849

負債純資産合計 2,908,044 3,024,588
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業収益   

総合あっせん収益 12,829 12,714

個品あっせん収益 27,794 20,069

信用保証収益 26,071 27,015

融資収益 35,175 30,584

その他の営業収益 6,250 6,113

金融収益 645 566

営業収益合計 108,766 97,063

営業費用   

販売費及び一般管理費 88,859 78,405

金融費用   

借入金利息 9,862 8,811

コマーシャル・ペーパー利息 － 786

その他の金融費用 2,454 1,342

金融費用合計 12,316 10,940

営業費用合計 101,176 89,346

営業利益 7,590 7,717

営業外収益   

負ののれん償却額 1,802 1,802

雑収入 95 83

営業外収益合計 1,898 1,886

営業外費用   

利息返還損失引当金繰入額 1,409 308

雑損失 2 33

営業外費用合計 1,412 342

経常利益 8,076 9,261

特別利益   

投資有価証券売却益 43 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 47 420

特別損失   

構造改革費用 － 2,552

固定資産除却損 13 99

投資有価証券売却損 127 6

投資有価証券評価損 1,216 152

減損損失 － 33

貯蔵品廃棄損 － 97

特別損失合計 1,357 2,942
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

税金等調整前四半期純利益 6,765 6,739

法人税、住民税及び事業税 3,393 892

法人税等調整額 △482 2,200

法人税等合計 2,910 3,092

少数株主利益 0 0

四半期純利益 3,855 3,646
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 6,765 6,739

減価償却費 11,600 6,647

負ののれん償却額 △1,802 △1,802

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,556 △8,684

賞与引当金の増減額（△は減少） － △1,398

ポイント引当金の増減額（△は減少） － △112

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1 2

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） － 52

受取利息及び受取配当金 △645 △566

支払利息 12,316 10,370

為替差損益（△は益） － 70

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 13 99

投資有価証券売却損益（△は益） 84 5

投資有価証券評価損益（△は益） 1,216 152

減損損失 － 33

貯蔵品廃棄損 － 97

売上債権の増減額（△は増加） 172,197 139,718

未収入金の増減額（△は増加） － △2,633

前払年金費用の増減額（△は増加） － 203

仕入債務の増減額（△は減少） △66,260 △35,709

割賦利益繰延の増減額（△は減少） △9,081 △3,964

その他の資産の増減額（△は増加） △54,450 6,204

その他の負債の増減額（△は減少） 11,000 444

小計 80,401 118,107

利息及び配当金の受取額 643 566

利息の支払額 △11,503 △9,406

構造改革費用の支払額 － △2,413

法人税等の支払額 △409 △2,866

営業活動によるキャッシュ・フロー 69,131 103,988
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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 △2,123 △1,665

投資有価証券の取得による支出 △2,525 △428

投資有価証券の売却による収入 187 63

貸付けによる支出 △9 △18

貸付金の回収による収入 27 45

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 △4,393 △2,003

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） △11,550 △76,870

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） △64,900 △200

長期借入れによる収入 59,133 72,433

長期借入金の返済による支出 △57,478 △69,836

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 △5 △1

配当金の支払額 － △700

財務活動によるキャッシュ・フロー △74,799 △77,560

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △70

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,062 24,353

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 117,757 117,880
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当第３半期連結累計期間（自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自  平成20年４月１日  至  平成20年12月31日）及び当第３四半期連結

累計期間（自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自  平成20年４月１日  至  平成20年12月31日）及び当第３四半期連結

累計期間（自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自  平成20年４月１日  至  平成20年12月31日）及び当第３四半期連結

累計期間（自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31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

株式会社ジャックス（8584）　平成22年３月期　第３四半期決算短信

ー15ー



・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３四半期の個別業績（平成21年４月１日～平成21年12月31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３四半期 93,642 △7.4 8,796 23.0 8,543 46.2 3,658 32.0

21年３月期第３四半期 101,073 ― 7,152 ― 5,842 ― 2,772 ―

 

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３四半期 20 89 ― ―
21年３月期第３四半期 15 83 ― ―

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３四半期 2,836,466 99,681 3.5 569 31

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３四半期 99,681百万円 21年３月期 95,215百万円

2.  個別部門別取扱高

部門

前第３四半期累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31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 551,391 30.2 527,835 30.4 △4.3

個品あっせん 235,086 12.9 188,272 10.8 △19.9

信用保証 405,522 22.2 383,226 22.1 △5.5

融資 163,156 8.9 138,239 8.0 △15.3

その他 470,634 25.8 499,354 28.7 6.1

合計 1,825,791 100.0 1,736,929 100.0 △4.9

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３四半期累計期間 前第３四半期累計期間

表示科目 表示科目

前第３四半期累計期
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 1,315
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(1)  四半期貸借対照表

(単位：百万円）

当第３四半期会計期間末
(平成21年12月31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 114,694 86,940

    割賦売掛金 908,715 971,097

    信用保証割賦売掛金 1,653,783 1,620,777

    前払費用 492 553

    繰延税金資産 5,142 7,254

    未収収益 51 49

    関係会社短期貸付金 3,754 3,565

    立替金 19,042 25,489

    未収入金 20,732 16,571

    その他 1,920 2,198

    貸倒引当金 △36,583 △44,116

    流動資産合計 2,691,744 2,690,380

  固定資産

    有形固定資産

      建物及び構築物 8,002 7,999

        減価償却累計額 △3,727 △3,475

        建物及び構築物（純額） 4,275 4,524

      工具、器具及び備品 1,285 1,143

        減価償却累計額 △830 △679

        工具、器具及び備品（純額） 455 464

      土地 14,831 14,831

      リース資産 221 263

        減価償却累計額 △106 △107

        リース資産（純額） 115 155

      有形固定資産合計 19,677 19,975

    無形固定資産

      施設利用権 120 156

      ソフトウエア 14,220 19,026

      無形固定資産合計 14,341 19,182

    投資その他の資産

      投資有価証券 17,541 15,132

      関係会社株式 2,233 2,233

      従業員に対する長期貸付金 131 158

      関係会社長期貸付金 77,029 118,406

      固定化営業債権 3,654 4,527

      長期前払費用 574 734

      繰延税金資産 4,733 5,512

      差入保証金 2,173 2,283

      前払年金費用 4,771 4,974

      その他 484 527

      貸倒引当金 △2,624 △3,322

      投資その他の資産合計 110,703 151,168

    固定資産合計 144,721 190,327

  資産合計 2,836,466 2,880,707
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（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末
(平成21年12月31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 12,064 14,655

    買掛金 24,537 25,286

    信用保証買掛金 1,653,783 1,620,777

    短期借入金 244,459 321,329

    関係会社短期借入金 520 550

    1年内返済予定の長期借入金 160,454 114,655

    コマーシャル・ペーパー 116,200 116,400

    未払金 3,591 4,265

    未払法人税等 109 1,160

    未払費用 2,127 1,483

    預り金 43,786 41,944

    前受収益 754 860

    賞与引当金 953 2,212

    ポイント引当金 1,541 1,653

    割賦利益繰延 71,558 71,830

    その他 1,584 1,688

    流動負債合計 2,338,025 2,340,754

  固定負債

    社債 31,700 34,500

    長期借入金 362,079 405,281

    利息返還損失引当金 1,452 1,399

    長期預り保証金 3,262 3,246

    その他 265 309

    固定負債合計 398,759 444,737

  負債合計 2,736,785 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 7,014 △5,943

      利益剰余金合計 52,815 49,858

    自己株式 △162 △162

    株主資本合計 99,259 96,302

  評価・換算差額等

    その他有価証券評価差額金 570 △926

    繰延ヘッジ損益 △148 △161

    評価・換算差額等合計 421 △1,087

  純資産合計 99,681 95,215

負債純資産合計 2,836,466 2,880,707
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(2)  四半期損益計算書

(単位：百万円)

前第３四半期累計期間
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年12月31日)

営業収益

  総合あっせん収益 12,842 12,725

  個品あっせん収益 22,045 18,098

  信用保証収益 22,756 25,359

  融資収益 35,175 30,584

  その他の営業収益 4,654 4,539

  金融収益

    受取利息 2,592 1,331

    受取配当金 986 1,002

    その他の金融収益 18 ―

    金融収益合計 3,597 2,334

  営業収益合計 101,073 93,642

営業費用

  販売費及び一般管理費 81,606 73,900

  金融費用

    借入金利息 9,848 8,816

    コマーシャル・ペーパー利息 ― 786

    その他の金融費用 2,465 1,342

    金融費用合計 12,313 10,945

  営業費用合計 93,920 84,845

営業利益 7,152 8,796

営業外収益

  雑収入 101 89

  営業外収益合計 101 89

営業外費用

  利息返還損失引当金繰入額 1,409 308

  雑損失 2 33

  営業外費用合計 1,412 342

経常利益 5,842 8,543

特別利益

  投資有価証券売却益 43 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 47 420

特別損失

  構造改革費用 ― 2,552

  固定資産除却損 12 92

  投資有価証券売却損 127 6

  投資有価証券評価損 1,216 152

  減損損失 ― 33

  貯蔵品廃棄損 ― 97

  特別損失合計 1,357 2,935

税引前四半期純利益 4,531 6,029

法人税、住民税及び事業税 2,252 193

法人税等調整額 △492 2,176

法人税等合計 1,759 2,370

四半期純利益 2,772 3,658
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