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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 212,433 △15.0 11,081 △64.1 12,732 △60.7 1,638 △92.1

21年3月期第3四半期 249,819 ― 30,845 ― 32,404 ― 20,809 ―

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 10.45 ―

21年3月期第3四半期 132.38 132.37

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 1,486,365 446,827 29.8 2,822.83
21年3月期 1,605,567 452,406 27.7 2,831.36

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  442,229百万円 21年3月期  445,074百万円

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 ― 50.00 ― 20.00 70.00
22年3月期 ― 5.00 ―

22年3月期 
（予想）

5.00 10.00

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 276,400 △14.8 8,500 △72.3 10,100 △69.1 △11,400 ― △72.67
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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）  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。 

(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） 

（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 

 業績予想（平成21年11月５日公表）は修正しておりません。 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり
ます。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 株式会社DCキャッシュワン ）

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3四半期 159,628,280株 21年3月期  159,628,280株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  2,966,669株 21年3月期  2,433,889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 156,803,933株 21年3月期第3四半期 157,194,464株
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【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 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一昨年のリーマン・ショック後の急激な景気後退から

持ち直してきているが、生産水準はまだ低く失業率が高水準にあるなど、依然として厳しい状況であります。

また、消費者金融業界におきましては、利息返還請求の高止まりによる直接的な経営の圧迫に加え、改正貸

金業法による消費者信用市場の縮小、収益力の低下など、引き続き厳しさが増しております。 

このような環境の中、当社グループは、「ローン事業の顧客基盤、収益基盤の確保」、「改正貸金業法への的

確な対応」、「コスト構造改革の推進」、「MUFG グループとの業務提携の推進」を重点課題とし、平成 21 年

11 月５日に公表いたしました「経営体質強化策」に取り組み、経営体質の強化による収益力の向上ならびに

次期成長に向けた態勢整備と経営基盤の強化に取り組んでまいりました。 

当第３四半期連結累計期間における営業収益は、営業貸付金利息が減少したことを主な要因に前年同期比

373 億８千５百万円減少し、2,124 億３千３百万円（前年同期比 15.0％減）となり、営業費用は、前年同期

比 176 億２千１百万円減少し、2,013 億５千１百万円となりました。 

その結果、営業利益は 110 億８千１百万円（前年同期比 64.1％減）、経常利益は 127 億３千２百万円（前

年同期比 60.7％減）となりました。また、特別利益は事業分離における移転利益 13 億２千３百万円増加、

関係会社株式売却益が 17 億１千４百万円減少となり、特別損失は事業構造改善費用を 51 億４千４百万円計

上したものの、関係会社株式売却損が 57 億９千９百万円減少したことなどにより、四半期純利益は前年同期

比 191 億７千万円減少し、16 億３千８百万円（前年同期比 92.1％減）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 財政状態 

当第３四半期連結会計期間末における財政状態は、前連結会計年度末に比べ総資産は 1,192 億１百万円減

少、自己資本は 28 億４千５百万円減少となり、自己資本比率は 2.1 ポイント増加し 29.8％となりました。

資産、負債、純資産の増減状況は次のとおりであります。 

 

（資産の部） 

資産の部については､流動資産が1,257億２千４百万円の減少､固定資産が65億２千３百万円の増加となり

ました｡流動資産の主な増減内容は､営業貸付金(1,117 億２千９百万円減)､有価証券(71 億５千万円減)､割賦

売掛金(60億３千６百万円減)､買取債権(51億６千３百万円減)などの減少､現金及び預金(52億円増)､商品有

価証券(27 億５千８百万円増)などの増加であります｡固定資産の主な増加内容は､三菱 UFJ 住宅ローン保証

株式会社（以下「MULC」という｡)より無担保カードローンの信用保証に関する事業を承継したことによる

のれん(75 億９千９百万円増)などの増加であります｡ 

 

（負債の部） 

負債の部については､流動負債が 159 億５千１百万円の増加､固定負債が 1,295 億７千３百万円の減少とな

り､負債合計では 1,136 億２千１百万円の減少となりました。主な増減内容は､利息返還損失引当金(828 億円

減)､借入金・社債（432 億７千３百万円減）などの減少､銀行業預金（62 億７千１百万円増）などの増加であ

ります。 

 

（純資産の部） 

純資産の部については、利益剰余金が 22 億８千８百万円減少などにより、株主資本が 35 億７千４百万円

の減少となり、評価・換算差額等が７億２千８百万円増加、少数株主持分が 27 億３千４百万円減少となりま

した。その結果、純資産合計は 55 億７千９百万円の減少となりました。 
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(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下｢資金｣という｡)は､1,245 億３千９百万円

となりました｡各キャッシュ・フローの状況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） 

営業活動による資金は、509 億２千５百万円の増加となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利

益が 88 億３千５百万円、利息返還損失引当金の減少額が 828 億円となったほか、営業貸付金の減少による資

金の増加（1,134 億４千４百万円）、割賦売掛金の減少による資金の増加（61 億５千１百万円）､買取債権の

減少による資金の増加（51 億６千３百万円）などによるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金は､79 億１千２百万円の減少となりました｡これは主に､MULC より無担保カードロー

ンの信用保証に関する事業を承継し､当該対価を支払ったことによる支出(52 億円)､子会社株式の取得による

支出(35 億７千７百万円)などによるものです｡ 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金は､500 億９千３百万円の減少となりました｡これは主に､借入金の返済､社債の償還な

どによる支出が借入れによる収入を 448 億７千６百万円上回ったことと､配当金の支払額(39 億２千６百万

円)などによるものです｡ 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績予想については、利息返還請求などのリスク要因が引き続き存在するものの、一般管理費

などの削減効果も一定水準で見込まれるため、連結業績予想の変更はございません。 
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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）

　前連結会計年度まで連結子会社でありました㈱DCキャッシュワンについては、平成21年５月１日付で当

社に吸収合併しました。

(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

　    重要な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。

(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

①会計処理基準に関する事項の変更

該当事項はありません。

②表示方法の変更

＜四半期連結貸借対照表＞

　財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令（平成20年８月７日

内閣府令第50条）に基づき、前第３四半期連結会計期間末において「商品」として掲記していたものは、

当第３四半期連結会計期間末では「商品及び製品」として掲記しております。また、「原材料及び貯蔵

品」は、前第３四半期連結会計期間末において流動資産の「その他」に含めており、前第３四半期連結

会計期間末における「原材料及び貯蔵品」の金額は107百万円であります。

＜四半期連結損益計算書＞

（当第３四半期連結累計期間）

　前第３四半期連結累計期間において区分掲記していた営業収益の「売上高」及び営業費用の「売上原

価」は、前連結会計年度においてジェイ・エル・エイ㈱（不動産関連事業及び店舗設計・施工業、ビル

メンテナンス業）及びアコムレンタル㈱（レンタル事業）を連結除外したことにより、重要性が乏しく

なったため、当第３四半期連結累計期間では、営業収益の「売上高」は「その他の営業収益」に、営業

費用の「売上原価」は「その他の営業費用」にそれぞれ含めて表示しております。

　なお、当第３四半期連結累計期間の「売上高」は270百万円、「売上原価」は221百万円であります。

　前第３四半期連結累計期間において区分掲記していた営業外費用の「為替差損」は、営業外費用の総

額の100分の20以下であるため、当第３四半期連結累計期間では、営業外費用の「その他」に含めて表

示しております。

　なお、当第３四半期連結累計期間の「為替差損」は16百万円であります。

　前第３四半期連結累計期間において区分掲記していた営業外費用の「出資金運用損」は、営業外費用

の総額の100分の20以下であるため、当第３四半期連結累計期間では、営業外費用の「その他」に含め

て表示しております。

　なお、当第３四半期連結累計期間の「出資金運用損」は15百万円であります。

（当第３四半期連結会計期間）

　前第３四半期連結会計期間において区分掲記していた営業収益の「売上高」及び営業費用の「売上原

価」は、前連結会計年度においてジェイ・エル・エイ㈱（不動産関連事業及び店舗設計・施工業、ビル

メンテナンス業）及びアコムレンタル㈱（レンタル事業）を連結除外したことにより、重要性が乏しく

なったため、当第３四半期連結会計期間では、営業収益の「売上高」は「その他の営業収益」に、営業

費用の「売上原価」は「その他の営業費用」にそれぞれ含めて表示しております。

　なお、当第３四半期連結会計期間の「売上高」は82百万円、「売上原価」は24百万円であります。

＜四半期連結キャッシュ・フロー計算書＞

　前第３四半期連結累計期間において区分掲記していた投資活動によるキャッシュ・フローの「その他

の投資の増加による支出」及び「その他の投資の減少による収入」は、重要性が乏しいため、当第３四

半期連結累計期間では「その他の投資活動による増減額（△は減少）」に含めて表示しております。

　なお、当第３四半期連結累計期間の「その他の投資の増加による支出」は △284百万円、「その他の

投資の減少による収入」は 217百万円であります。

　前第３四半期連結累計期間において、財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた

「ファイナンス・リース債務の返済による支出」は、全額当該科目の金額であるため、当第３四半期連

結累計期間では区分掲記しております。

　なお、前第３四半期連結累計期間の「ファイナンス・リース債務の返済による支出」は △207百万円

であります。
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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 ※３  96,474 ※３  91,273

営業貸付金 ※２, ※５  1,204,436 ※２, ※５  1,316,166

銀行業貸出金 19,791 18,081

割賦売掛金 61,990 68,027

有価証券 19,840 26,990

親会社株式 5,513 5,805

営業投資有価証券 3,207 3,198

商品有価証券 6,865 4,106

商品及び製品 1,037 1,042

原材料及び貯蔵品 97 169

買取債権 15,759 20,923

繰延税金資産 29,637 31,672

短期貸付金 9,998 14,995

その他 26,381 24,281

貸倒引当金 △91,575 △91,553

流動資産合計 1,409,457 1,535,181

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※１  10,643 ※１  12,018

器具備品（純額） ※１  12,113 ※１  12,529

土地 6,528 6,518

その他（純額） ※１  299 ※１  415

有形固定資産合計 29,585 31,481

無形固定資産   

のれん 7,599 －

その他 715 724

無形固定資産合計 8,314 724

投資その他の資産   

投資有価証券 21,523 19,859

繰延税金資産 168 324

差入保証金 8,998 9,643

前払年金費用 4,221 4,517

その他 ※５  5,421 ※５  5,318

貸倒引当金 △1,327 △1,484

投資その他の資産合計 39,007 38,179

固定資産合計 76,908 70,385

資産合計 1,486,365 1,605,567
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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 942 1,012

短期借入金 4,663 29,164

1年内返済予定の長期借入金 ※２  183,196 ※２  147,831

1年内償還予定の社債 51,620 57,800

銀行業預金 33,647 27,376

未払法人税等 372 306

債務保証損失引当金 ※４  7,745 ※４  2,351

割賦利益繰延 4,041 4,353

その他 16,557 16,638

流動負債合計 302,786 286,835

固定負債   

社債 165,662 193,463

長期借入金 ※２  360,799 ※２  380,957

繰延税金負債 6,247 5,277

退職給付引当金 156 146

役員退職慰労引当金 28 35

利息返還損失引当金 200,600 283,400

その他 3,257 3,044

固定負債合計 736,751 866,325

負債合計 1,039,538 1,153,160

純資産の部   

株主資本   

資本金 63,832 63,832

資本剰余金 76,010 76,010

利益剰余金 332,773 335,061

自己株式 △19,793 △18,507

株主資本合計 452,822 456,396

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,051 △7,631

為替換算調整勘定 △3,542 △3,691

評価・換算差額等合計 △10,593 △11,322

少数株主持分 4,597 7,331

純資産合計 446,827 452,406

負債純資産合計 1,486,365 1,605,567
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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   

営業貸付金利息 207,124 177,719

銀行業貸出金利息 1,784 1,959

総合あっせん収益 3,317 2,737

個品あっせん収益 3,122 2,657

信用保証収益 5,655 8,357

買取債権回収高 11,778 9,546

その他の金融収益 ※１  1,472 ※１  937

売上高 5,737 －

その他の営業収益 9,826 8,518

営業収益合計 249,819 212,433

営業費用   

金融費用 ※２  16,825 ※２  16,904

債権買取原価 8,085 5,287

売上原価 3,204 －

その他の営業費用 ※３  190,858 ※３  179,159

営業費用合計 218,973 201,351

営業利益 30,845 11,081

営業外収益   

受取利息 278 197

受取配当金 862 470

負ののれん償却額 － 513

その他 533 579

営業外収益合計 1,674 1,761

営業外費用   

支払利息 9 0

持分法による投資損失 － 29

為替差損 56 －

出資金運用損 23 －

その他 27 80

営業外費用合計 116 109

経常利益 32,404 12,732

特別利益   

固定資産売却益 1 2

投資有価証券売却益 698 534

関係会社株式売却益 1,714 －

事業分離における移転利益 － 1,323

その他 16 8

特別利益合計 2,431 1,868
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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) 

特別損失   

固定資産売却損 2 10

固定資産除却損 314 406

減損損失 198 －

投資有価証券売却損 49 －

関係会社株式売却損 5,799 －

投資有価証券評価損 223 101

事業構造改善費用 － 5,144

その他 251 102

特別損失合計 6,840 5,765

税金等調整前四半期純利益 27,995 8,835

法人税、住民税及び事業税 633 368

法人税等調整額 5,675 5,841

法人税等合計 6,308 6,209

少数株主利益 877 987

四半期純利益 20,809 1,638
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業収益   

営業貸付金利息 66,918 57,624

銀行業貸出金利息 679 674

総合あっせん収益 1,066 873

個品あっせん収益 960 872

信用保証収益 1,992 4,067

買取債権回収高 3,780 3,710

その他の金融収益 ※１  747 ※１  233

売上高 2,080 －

その他の営業収益 3,092 2,749

営業収益合計 81,318 70,807

営業費用   

金融費用 ※２  6,030 ※２  5,840

債権買取原価 2,563 2,089

売上原価 1,213 －

その他の営業費用 ※３  71,735 ※３  59,866

営業費用合計 81,543 67,796

営業利益又は営業損失（△） △224 3,011

営業外収益   

受取利息 104 68

受取配当金 298 139

その他 177 299

営業外収益合計 580 507

営業外費用   

支払利息 2 0

持分法による投資損失 － 5

為替差損 17 －

賃貸費用 － 3

その他 10 4

営業外費用合計 29 13

経常利益 326 3,505

特別利益   

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 57 76

関係会社株式売却益 1,714 －

その他 － 1

特別利益合計 1,773 77
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（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

特別損失   

固定資産売却損 1 0

固定資産除却損 74 68

減損損失 106 －

投資有価証券売却損 49 －

関係会社株式売却損 5,799 －

投資有価証券評価損 205 58

事業構造改善費用 － 5,144

その他 25 3

特別損失合計 6,261 5,274

税金等調整前四半期純損失（△） △4,161 △1,691

法人税、住民税及び事業税 △32 97

法人税等調整額 803 △1,048

法人税等合計 771 △951

少数株主利益 158 61

四半期純損失（△） △5,091 △801

アコム㈱（8572）平成22年３月期 第３四半期決算短信

- 11 -



(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 27,995 8,835

減価償却費 2,255 1,849

減損損失 198 －

のれん償却額 515 172

負ののれん償却額 － △513

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16,306 △278

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 33 △124

退職給付引当金の増減額（△は減少） △55 8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △44 △37

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △73,200 △82,800

受取利息及び受取配当金 △1,141 △668

支払利息 9 0

社債発行費償却 81 77

為替差損益（△は益） △473 63

持分法による投資損益（△は益） － 29

有形固定資産売却損益（△は益） 1 △0

有形固定資産除却損 314 406

投資有価証券売却損益（△は益） △649 △534

関係会社株式売却損益（△は益） 4,084 －

投資有価証券評価損益（△は益） 223 101

事業構造改善費用 － 5,144

売上債権の増減額（△は増加） △4 －

営業貸付金の増減額（△は増加） 111,572 113,444

銀行業貸出金の増減額（△は増加） △4,837 656

割賦売掛金の増減額（△は増加） 8,140 6,151

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △350 △8

商品有価証券の増減額（△は増加） △1,058 △2,114

たな卸資産の増減額（△は増加） 162 77

買取債権の増減額（△は増加） 7,610 5,163

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,259 △2,635

前払年金費用の増減額（△は増加） △842 295

仕入債務の増減額（△は減少） △339 △71

銀行業預金の増減額（△は減少） △5,138 2,530

割賦利益繰延の増減額（△は減少） △563 △327

その他の流動負債の増減額（△は減少） △889 △4,401

その他の営業活動による増減額（△は減少） 2,842 △250

小計 57,889 50,243

利息及び配当金の受取額 1,118 694

利息の支払額 △9 △0

法人税等の還付額 116 446

法人税等の支払額 △1,615 △459

過年度法人税等の支払額 △33 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 57,466 50,925
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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   

定期預金の預入による支出 △600 －

定期預金の払戻による収入 1,000 1

有価証券の取得による支出 △400 －

有価証券の償還による収入 13,327 －

有形固定資産の取得による支出 △876 △796

有形固定資産の売却による収入 8 4

投資有価証券の取得による支出 △3,785 －

投資有価証券の売却による収入 1,388 869

子会社株式の取得による支出 － △3,577

子会社株式の売却による収入 － 170

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

7,141 －

事業譲受による支出 － △5,200

事業譲渡による収入 － 680

その他の投資の増加による支出 △305 －

その他の投資の減少による収入 349 －

その他の投資活動による増減額（△は減少） 1 △65

投資活動によるキャッシュ・フロー 17,250 △7,912

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 168,209 71,938

短期借入金の返済による支出 △164,621 △96,984

社債の発行による収入 14,918 13,752

社債の償還による支出 △40,000 △48,220

社債償還充当金の払出しによる収入 10,000 －

長期借入れによる収入 94,089 109,634

長期借入金の返済による支出 △148,902 △94,998

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △4

自己株式の取得による支出 △0 △1,285

配当金の支払額 △15,677 △3,926

その他 △207 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △82,192 △50,093

現金及び現金同等物に係る換算差額 △814 245

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,289 △6,834

現金及び現金同等物の期首残高 152,221 131,477

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ △104

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  143,932 ※１  124,539
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(4) 継続企業の前提に関する注記

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。

(5) セグメント情報

(A) 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「金融サービス事業」の割合が、いずれ

も90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

(B) 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）

　「本邦」の営業収益の金額は、全セグメントの営業収益の合計額に占める割合がいずれも90％を超えて

いるため、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）

　海外売上高は、連結売上高に占める割合が10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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。

(7) その他注記事項

 （四半期連結貸借対照表関係）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

※２．担保資産 ※２．担保資産

(1) 担保に供している資産 (1) 担保に供している資産

(2) 対応する債務

(2) 対応する債務

　なお、（　）の金額は内数であり、債権譲渡予
約を結んでいる金額であります。

　なお、（　）の金額は内数であり、債権譲渡予

約を結んでいる金額であります。

　また、［　］の金額は内数であり、債権流動化

に係るものの金額であります。なお、当該営業貸

付金38,382百万円は、流動化目的で信託譲渡され

たものであり、所有権は信託銀行（受託者）に移

転しております。

1年内返済予定の
長期借入金

長期借入金

(240百万円)
31,593百万円 

[17,500百万円]

11,154百万円 

[20,000百万円]

(240百万円)
[2,499百万円]

（平成21年12月31日）

(931百万円)営業貸付金

[38,382百万円]

49,981百万円 
営業貸付金

45,606百万円 

(241百万円)

当第３四半期連結会計期間末 前 連 結 会 計 年 度 末

合 計

（平成21年３月31日）

28,963百万円 

(930百万円)

1年内返済予定の
長期借入金

21,160百万円 

( － 百万円)

合 計
28,958百万円 

7,798百万円 
長期借入金

(930百万円)

46,953百万円 

20,438百万円 
( － 百万円)
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※３．現金及び預金には、連結子会社のインドネシア ※３．現金及び預金には、連結子会社のインドネシア

　　　中央銀行の規則に基づく準備金 1,769百万円が 　　　中央銀行の規則に基づく準備金 1,777百万円が

　　　含まれております。 　　　含まれております。

※４．偶発債務 ※４．偶発債務
(1) 信用保証業務の保証債務残高

(2) 銀行業による保証債務残高

※５．営業貸付金の不良債権の状況 ※５．営業貸付金の不良債権の状況

（単位：百万円） （単位：百万円）

　未収利息不計上貸付金 　未収利息不計上貸付金

のうち、破産更生債権等 のうち、破産更生債権等

その他これらに準ずる貸 その他これらに準ずる貸

付金 付金

　その他の未収利息不計 　その他の未収利息不計

上貸付金 上貸付金

※ただし、債務者の経営 ※ただし、債務者の経営

　再建又は支援を図るこ 　再建又は支援を図るこ

　とを目的として利息の 　とを目的として利息の

　支払を猶予したものを 　支払を猶予したものを

　除く 　除く

　上記以外のその他の３ 　上記以外のその他の３

ヵ月以上延滞貸付金 ヵ月以上延滞貸付金

　上記以外の当該貸付金 　上記以外の当該貸付金

の回収を促進することな の回収を促進することな

どを目的に、金利の減免 どを目的に、金利の減免

等債務者に有利となる取 等債務者に有利となる取

決めを行った貸付金 決めを行った貸付金

（　 ）内の金額は、未収利息不計上の基準を法人 （　 ）内の金額は、未収利息不計上の基準を法人

 税基本通達に規定する方法と同一の基準とした場  税基本通達に規定する方法と同一の基準とした場

 合の貸付金の金額であります。  合の貸付金の金額であります。

分 類 基 準

（平成21年12月31日）

信用保証業務の保証債務残高

区　分

128,223 

(96,278)

144,351百万円 
債務保証損失引当金

前 連 結 会 計 年 度 末

80,425 

(17,752)

2,811 

(54,660)

(19,460)

差 引

4,405 

142,000百万円 

389百万円 

分 類 基 準

2,351百万円 

（平成21年３月31日）

保証債務

区　分 金　額

延滞債権

破綻先債権 (4,405)

36,681 

(18,956)

4,579 

３ヵ月以上

貸出条件

(96,097)

120,900 

(52,237)

合　計

緩和債権 40,580 

延滞債権

差 引

金　額

破綻先債権 (3,403)

305,057百万円 

3,403 

貸出条件

延滞債権

(21,500)

緩和債権

３ヵ月以上

合　計

585百万円 
7,745百万円 

当第３四半期連結会計期間末

312,217百万円 
銀行業による保証債務残高
債務保証損失引当金

延滞債権

76,236 
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 （四半期連結損益計算書関係）

※１．その他の金融収益のうち主なもの ※１．その他の金融収益のうち主なもの

預金利息 預金利息

有価証券利息 有価証券利息

貸付金利息 貸付金利息

為替差益 商品有価証券運用益

デリバティブ評価益

※２．金融費用のうち主なもの ※２．金融費用のうち主なもの

支払利息 支払利息

社債利息 社債利息

社債発行費償却 社債発行費償却

銀行業預金支払利息 銀行業預金支払利息

デリバティブ評価損 為替差損

※３．その他の営業費用のうち主な費目及び金額 ※３．その他の営業費用のうち主な費目及び金額

広告宣伝費 広告宣伝費

貸倒引当金繰入額 貸倒引当金繰入額

債務保証損失引当金繰入額 債務保証損失引当金繰入額

利息返還損失引当金繰入額 利息返還損失引当金繰入額

従業員給与手当賞与 従業員給与手当賞与

退職給付費用 退職給付費用   

役員退職慰労引当金繰入額 役員退職慰労引当金繰入額

賃借料 賃借料

減価償却費 減価償却費

支払手数料 支払手数料

のれん償却額 のれん償却額

　４．金融収益及び金融費用の四半期連結損益計算書 　４．　　　　　　　　 同左

　　　上の表示区分の基準は次のとおりであります。

　(1) 営業収益として表示した金融収益

当社及び金融サービス事業子会社について、

投資有価証券受取配当金及び利息等を除くす

べての金融収益

　(2) 営業費用として表示した金融費用

当社及び金融サービス事業子会社について、

明らかに営業収益に対応しない支払利息等を

除くすべての金融費用

172百万円 

7,696百万円 

17,354百万円 

21,698百万円 

1,885百万円 

当第３四半期連結累計期間

117百万円 

9,900百万円 

3,798百万円 

77百万円 

44百万円 

418百万円 

194百万円 

（
自 平成21年４月１日

至　平成20年12月31日 至　平成21年12月31日 ））

前第３四半期連結累計期間

（
自　平成20年４月１日

60,861百万円 

20,291百万円 

8,549百万円 

35百万円 

515百万円 

1,704百万円 

26,846百万円 

2,062百万円 

1,539百万円 

1,848百万円 

21,189百万円 

1,741百万円 

11百万円 

703百万円 

134百万円 

190百万円 

458百万円 

4,213百万円 

9,906百万円 

81百万円 

32百万円 

556百万円 

640百万円 

91百万円 

36,963百万円 

1,579百万円 

5,272百万円 

83,903百万円 

8,442百万円 
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※１．その他の金融収益のうち主なもの ※１．その他の金融収益のうち主なもの

預金利息 預金利息

有価証券利息 有価証券利息

貸付金利息 貸付金利息

為替差益 商品有価証券運用益

※２．金融費用のうち主なもの ※２．金融費用のうち主なもの

支払利息 支払利息

社債利息 社債利息

銀行業預金支払利息 社債発行費償却

デリバティブ評価損 銀行業預金支払利息

為替差損

※３．その他の営業費用のうち主な費目及び金額 ※３．その他の営業費用のうち主な費目及び金額

広告宣伝費 広告宣伝費

貸倒引当金繰入額 貸倒引当金繰入額

債務保証損失引当金繰入額 債務保証損失引当金繰入額

利息返還損失引当金繰入額 利息返還損失引当金繰入額

従業員給与手当賞与 従業員給与手当賞与

退職給付費用 退職給付費用   

役員退職慰労引当金繰入額 役員退職慰労引当金繰入額

賃借料 賃借料

減価償却費 減価償却費

支払手数料 支払手数料

のれん償却額 のれん償却額

　４．金融収益及び金融費用の四半期連結損益計算書 　４．　　　　　　　　 同左

　　　上の表示区分の基準は次のとおりであります。

　(1) 営業収益として表示した金融収益

当社及び金融サービス事業子会社について、

投資有価証券受取配当金及び利息等を除くす

べての金融収益

　(2) 営業費用として表示した金融費用

当社及び金融サービス事業子会社について、

明らかに営業収益に対応しない支払利息等を

除くすべての金融費用

558百万円 

自 平成21年10月１日
）

210百万円 

4百万円 

625百万円 

684百万円 612百万円 

6,652百万円 5,517百万円 

12,483百万円 17,372百万円 

170百万円 

510百万円 77百万円 

2,706百万円 1,328百万円 

3,306百万円 3,421百万円 

525百万円 37百万円 

58百万円 11百万円 

77百万円 

） （至　平成20年12月31日

37百万円 12百万円 

1,266百万円 

至　平成21年12月31日

22,863百万円 

2,789百万円 

124百万円 

2,451百万円 

6百万円 

9,243百万円 7,082百万円 

171百万円 

490百万円 

1,399百万円 

前第３四半期連結会計期間

（
自　平成20年10月１日

703百万円 

24,217百万円 

129百万円 

132百万円 

当第３四半期連結会計期間
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 （四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連 ※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連

　　　結貸借対照表に掲記されている科目の金額との 　　　結貸借対照表に掲記されている科目の金額との

　　　関係 　　　関係

（平成20年12月31日現在） （平成21年12月31日現在）

現金及び預金勘定 現金及び預金勘定

有価証券勘定 有価証券勘定

短期貸付金勘定 短期貸付金勘定

銀行業における準備金 銀行業における準備金

）至　平成21年12月31日

96,474百万円 

当第３四半期連結累計期間

（
自 平成21年４月１日

現金及び現金同等物 124,539百万円 

（
自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日 ）

△ 1,769百万円 

△ 5百万円 

93,253百万円 

△ 4百万円 

△ 2,294百万円 

23,000百万円 

9,998百万円 29,978百万円 

前第３四半期連結累計期間

預入期間３ヵ月超の
定期預金

19,840百万円 

143,932百万円 

預入期間３ヵ月超の
定期預金

現金及び現金同等物
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 （１株当たり情報）

(A) １株当たり純資産額

 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額

(注) １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

純資産の部の合計額

(B) １株当たり四半期純利益金額等

 １株当たり四半期純利益 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

(注) １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとお
　 　りであります。

)

四半期純利益

△

( △ ) ( )

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)(平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間末

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

20,809百万円普通株式に係る四半期純利益

1百万円

1,638百万円

普通株主に帰属しない金額 －百万円

－株

  前連結会計年度末に希薄化
効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり当期純利
益の算定に含めなかった潜在
株式のうち、提出会社の自己
株式取得方式によるストック
オプション297,600株は、平
成20年６月30日に権利行使期
間が終了したため、潜在株式
に該当しなくなりました。

156,803,933株

－株

－

1百万円

157,194,464株普通株式の期中平均株式数

－百万円

(

132.38円

１株当たり純資産額の算定に用いられた
四半期連結会計期間末（連結会計年度
末）の普通株式の数

至 平成20年12月31日

自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日

10.45円

)

前第３四半期連結累計期間

）

(7,331百万円)

156,661,611株

自 平成20年４月１日

至　平成21年12月31日

442,229百万円

（ ）
自 平成21年４月１日

1,638百万円

－百万円

(

446,827百万円

4,597百万円

至 平成21年12月31日
自 平成21年４月１日

445,074百万円

純資産の部の合計額から控除する金額

(4,597百万円)

（平成21年３月31日）

当第３四半期連結会計期間末

7,331百万円

（うち少数株主持分）

452,406百万円

2,831.36円

（平成21年12月31日）

前 連 結 会 計 年 度 末

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

（うち子会社の発行する潜在株式に
係る持分比率の変動）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり四半期純利益の算定に含
めなかった潜在株式で、前連結会計年度
末から重要な変動があったものの概要

普通株式増加数

１株当たり四半期純利益

（

普通株式に係る四半期連結会計期間末
（連結会計年度末）の純資産額

157,194,391株

20,809百万円

132.37円

2,822.83円

四半期純利益調整額 －百万円

希薄化効果を有している潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。

当第３四半期連結累計期間
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 １株当たり四半期純損失（△） １株当たり四半期純損失（△）

(注) １株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとお
　 　りであります。

)

四半期純損失（△） △ △

△ △

( ) ( )

当第３四半期連結会計期間

△　5.11円

）

－株

－

普通株式増加数 －株

－

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり四半期純利益の算定に含
めなかった潜在株式で、前連結会計年度
末から重要な変動があったものの概要

（うち子会社の発行する潜在株式に
係る持分比率の変動）

－百万円 －百万円

－百万円四半期純利益調整額 －百万円

156,661,618株

普通株式に係る四半期純損失（△） 801百万円

普通株式の期中平均株式数

5,091百万円

157,194,438株

普通株主に帰属しない金額 －百万円

801百万円5,091百万円

－百万円

自 平成21年10月１日自 平成20年10月１日
) (至 平成20年12月31日

自　平成20年10月１日
） （

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につい
ては、１株当たり四半期純損失であるため記載
しておりません。

至 平成21年12月31日

自 平成21年10月１日
至　平成20年12月31日 至　平成21年12月31日

当第３四半期連結会計期間

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

前第３四半期連結会計期間

△　32.39円

(

１株当たり四半期純損失

前第３四半期連結会計期間

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につい
ては、１株当たり四半期純損失であるため記載
しておりません。

（
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 （参考）

【四半期財務諸表】

①四半期個別財務諸表は法定開示におけるレビュー対象ではありません。

②「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年内閣府第63号）に従い、四半期

　財務諸表を作成しております。

(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）
資産の部
流動資産
現金及び預金
営業貸付金
割賦売掛金
有価証券
商品及び製品
原材料及び貯蔵品
繰延税金資産
その他
貸倒引当金
流動資産合計

固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
その他
貸倒引当金
投資その他の資産合計

固定資産合計
資産合計

負債の部
流動負債
買掛金
1年内返済予定の長期借入金
1年内償還予定の社債
未払法人税等
債務保証損失引当金
その他
流動負債合計

固定負債
社債
長期借入金
繰延税金負債
利息返還損失引当金
その他
固定負債合計

負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
株主資本合計

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計

純資産合計
負債純資産合計

△7,051 
436,883 

1,371,572 

323,884 
△19,793 
443,934 

△7,051 

683,996 
934,689 

63,832 
76,010 

335,181 
1,564 

200,600 
645 

7,740 
14,428 

250,693 

146,005 

285 
177,581 
50,495 

161 

△1,310 
90,892 

127,360 
1,371,572 

1,244,212 

28,170 
8,297 

92,202 

63 
27,531 
39,534 

△84,490 

1,136,652 
27,839 
19,000 
1,034 

77,044 

（平成21年３月31日）

1,423,187 

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

137 

△7,631 
440,398 

448,030 

△7,631 

326,694 
△18,507 

63,832 
76,010 

781,280 
982,788 

666 
283,400 

1,124 

185,000 
311,089 

12,961 
201,507 

230 
3,390 

134,644 
50,000 

281 

1,423,187 

97,498 
128,126 

98,958 
△1,460 

707 
29,920 

△82,540 
1,295,061 

29,889 
46,521 

1,034 

32,228 
1,171,893 

69,895 

26,000 
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(2) 【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（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）

営業収益

営業貸付金利息

総合あっせん収益

信用保証収益

その他の金融収益

その他の営業収益

営業収益合計

営業費用

金融費用

その他の営業費用

営業費用合計

営業利益

営業外収益

受取利息

受取配当金

その他

営業外収益合計

営業外費用

支払利息

投資事業組合運用損

その他

営業外費用合計

経常利益

特別利益

固定資産売却益

投資有価証券売却益

関係会社株式売却益

抱合せ株式消滅差益

その他

特別利益合計

特別損失

固定資産売却損

固定資産除却損

投資有価証券売却損

投資有価証券評価損

優先受益権売買契約終了損

事業構造改善費用

その他

特別損失合計

税引前四半期純利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

法人税等合計

四半期純利益 24,170 

1 

335 

49 

221 

8,900 

195 

－ 

37 

840 

33,070 

100 

8,800 

16 

5,095 

210 

28,815 

0 

698 

4,379 

－ 

2,302 

0 

185 

25 

26,723 

717 

878 

707 

201,377 

11,069 

163,584 

174,653 

3,283 

7,879 

305 

6,639 

183,269 

　至　平成21年12月31日）

8 

387 

163,305 

当第３四半期累計期間

（自　平成21年４月１日　

85 

5,429 

5,514 

1,117 

5,657 

6,632 

101 

15 

5,144 

－ 

2,146 

534 

3 

154 

1,453 

－ 

247 

10,143 

187 

60 

1,742 

0 

470 

571 

8,649 

700 

160,311 

172,868 

12,557 

71 

6,743 

181,517 

2,722 

8,674 

－ 
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６．営業実績
 (1) 事業別営業収益 （単位：百万円）

期　別

事　業　別

（注）　平成21年12月１日に「割賦販売法」が改正され、「総合あっせん」は「包括信用購入あっせん」、「個

　　　品あっせん」は「個別信用購入あっせん」と制定されておりますが、事業名称については、従来どおりの

　　　名称で記載しております。

 (2) その他の指標

  ① 期末残高 （単位：百万円）

期　別

事　業　別

 ② 利用者数

期　別

項　目

(注) 上記事業別の利用者数の範囲は次のとおりであります。

１． ローン事業 営業貸付金残高を有する口座数

２． 総合あっせん事業

クレジットカード 「MasterCard®」有効会員数

３． 個品あっせん事業 割賦売掛金残高を有する契約件数

４． 債権管理回収事業 債権買取額の残高を有する口座数

５． 銀行業 銀行業貸出金残高を有する口座数

銀 行 業 2,552 1.0

前連結会計年度末

1,470,097

100.0

ク レ ジ ッ ト カ ー ド

249,819

前第３四半期末

自 平成20年４月１日

前連結会計年度

( )至 平成21年３月31日

％ 

至 平成20年12月31日

213,518

245,334

前第３四半期

自 平成20年４月１日)(

債 権 管 理 回 収 事 業 23,028

0.4

金　　額

4.9

3.4

85.5

98.2

3,891

構成比

ロ ー ン 事 業

金 融 サ ー ビ ス 事 業

3,617 1.5総 合 あ っ せ ん 事 業

3,436

1.8

レ ン タ ル 事 業

そ の 他 839

債 権 管 理 回 収 事 業 12,312

8,601

1.6

22,840

0.3

総 合 あ っ せ ん 事 業

1.4

そ の 他 の 事 業

個 品 あ っ せ ん 事 業

銀 行 業

33,486

33,741

37,229

そ の 他

4,484

個 品 あ っ せ ん 事 業

そ の 他 255

信 用 保 証 事 業

1,353,258

（平成20年12月31日）

ロ ー ン 事 業

合　　　　　計

（件） 252,580

合　　　　　計

（名） 639,687

ロ ー ン 事 業 （件）

総 合 あ っ せ ん 事 業

（平成20年12月31日）

235,894

構成比金　　額

1,047

（平成21年３月31日）

100.0

3,436

16,446

4,690

183,878 86.6

319,903

％ 

1,127

4,989

11,629

277,628

0.3

98.6

85.6

1.5

3,126,916

（平成21年３月31日）

35,580

18,081

1,423,197

前連結会計年度末

20,923

636,504 413,774

1,359

582,823

580,134

255,934

220,182

2,689

4,119

5.1

1.5

3.6

218

1,056

1,316,166

32,228

0.3

32,446

3,390 1.0

1.44,493

324,396

1.1

そ の 他

クレジットカード

前第３四半期末

銀 行 業 （件） 3,862

債 権 管 理 回 収 事 業

個 品 あ っ せ ん 事 業 （件）

3,183

3,135,847

当第３四半期

(自 平成21年４月１日)至 平成21年12月31日

金　　額 構成比

％ 

3,064 1.4

3,057 1.4

212,427 100.0

9,681 4.6

9,958 4.7

2,711 1.3

75 0.0

6 0.0

－ －

6 0.0

212,433 100.0

当第３四半期末

（平成21年12月31日）

1,204,436

27,932

27,839

93

34,057

15,759

19,791

1,301,978

当第３四半期末

（平成21年12月31日）

2,837,428

415,133

199,798

292,388

4,488
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  ③ その他

期　別

項　目

143,557

貸 倒 損 失 額（百万円） 78,838

利 息 返 還 損 失 額（百万円） 110,163

1,764

（平成21年３月31日）

前連結会計年度末

283,400

6,266

111,866

2,351

93,037

前第３四半期末

（百万円）

社 員 数

店 舗 数 （店） 1,793

利息返還損失引当金残高 301,600

（名） 6,239

貸 倒 引 当 金 残 高（百万円） 102,124

債務保証損失引当金残高（百万円） 2,225

（平成20年12月31日）

当第３四半期末

（平成21年12月31日）

1,666

85,891

103,989

6,294

92,902

7,745

200,600
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