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（百万円未満四捨五入）

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 ）

(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

70 26

87 59

(注)　平成21年4月1日より、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810-10-65-1｢連結－連結財務諸表における非支配持分｣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

10

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。株主資本比率および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

353 30

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有

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、10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、10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３四半期 株 21年 3月期 株

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

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

105.9

13,323△ 91.9 △ 89.0△ 63.1

（財）財務会計基準機構会員

平成 22年 3月期　第３四半期決算短信　（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３四半期 27,43337,697△ 11.7 △ 38.831,451 164.2692,024

 21年 3月期 第３四半期 784,153 △ 4.8 51,389 14,270

  
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３四半期

 21年 3月期

 22年 3月期 第３四半期

 21年 3月期 第３四半期

11,8807,958,356

8,369,736

233

16.0

273

1,276,577

149 146

13,0591,167,530 13.9

 通　　 　期 △ 9.0960,000

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。

100,228,619

64.236,000

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、8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。

88,895,524

2,763,695 2,816,847

- 1 -



オリックス株式会社（8591）平成 22 年 3月期 第３四半期決算短信 

 

1. 連結経営成績に関する定性的情報 
 

第３四半期連結累計期間の経営成績 

 

  前第３四半期

連結累計期間

当第３四半期

連結累計期間

増減 増減率 

営業収益 （百万円） 784,153 692,024 △92,129 △12％

税引前四半期純利益 （百万円） 14,270 37,697 23,427 164％

当社株主に帰属する四半期純利益 （百万円） 13,323 27,433 14,110 106％

１株当たり当社株主に帰属する 

四半期純利益（基本的） （円）  149.87 273.70 123.83 83％

（希薄化後） （円） 146.59 233.26 86.67 59％

ＲＯＥ（株主資本四半期純利益率、年換算） （％） 1.5 3.0 1.5 － 

ＲＯＡ（総資本四半期純利益率、年換算） （％） 0.20 0.45 0.25 － 
（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＞ 

 

中国やインドにおける自動車販売台数が堅調に増加するなど、新興国経済は力強い回復を示し、世界経済は

景気後退から脱却しつつあります。しかし、民間需要は脆弱で依然厳しい雇用情勢が続いており、景気回復

は緩やかなペースにとどまると予測されています。 

 

米国では、平成 21 年 7－9 月期の実質ＧＤＰ成長率が５四半期ぶりにプラスに転じました。住宅購入優遇措

置や新車購入支援制度等の政策によって、個人消費は回復しつつありますが、失業率は引き続き高水準で推

移しており、「雇用なき景気回復」の懸念が高まっています。 

 

日本では、平成 21 年 12 月の日銀短観で大企業の景況感が３期連続で改善するなど、景気回復の兆しが見ら

れる一方、デフレや雇用情勢の悪化などのリスクも存在しています。企業の資金需要や設備投資は引き続き

低迷し、大型の不動産売買取引は依然として低調です。一般会計総額が過去最大の 92 兆円にのぼる平成 22

年度予算案が閣議決定され、政府は家計支援策による景気浮揚を目指していますが、本格的な景気回復の時

期は不透明です。 

 

 

＜業績総括（平成 21 年 4 月 1日から平成 21 年 12 月 31 日まで）＞ 

 

当第３四半期連結累計期間の営業収益は、前年同期の 784,153 百万円に比べて 12％減の 692,024 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、「ファイナンス・リース収益」

と「貸付金および有価証券利息」は、前年同期に比べ減少しました。特に営業貸付金利息の大幅な減少は、

案件選別と回収業務の強化、不動産関連融資の圧縮、ならびに平成 21 年 7 月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持分法適用関連会社になったことに伴い、営業貸付金残高が減少したことによる

ものです。また、不動産市場の停滞による賃貸不動産の売却が減少したことにより「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、「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、「支払利息」は有利子負債圧縮、および「販売費および一般管理費」は経費削減に取り組んだ成

果により、それぞれ前年同期に比べて減少しました。 

 

「持分法投資損益」においては、前第３四半期連結会計期間に国内の持分法適用関連会社の業績悪化による

損失や株価下落による評価損を計上しました。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ましたが、海外の持分法適用関連会社の貢献もあり、当第３四半期連結累計期間は

前年同期の 32,240 百万円の損失から 177 百万円の利益になりました。 
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以上のことから税引前四半期純利益は前年同期の 14,270 百万円に比べて 164％増の 37,697 百万円、当社株

主に帰属する四半期純利益は前年同期の 13,323 百万円に比べて 106％増の 27,433 百万円になりました。期

初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３四半期連結累計期間での

進捗率は 91％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３四半期連結累計期間のセグメント利益（下記（注２）参照）は、前年同期と比較すると、「法人金融サ

ービス事業部門」「メンテナンスリース事業部門」「不動産事業部門」は減少しましたが、「投資銀行事業部門」

の赤字幅が大幅に減少し、「リテール事業部門」「海外事業部門」は増益となりました。 

 
（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３四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 104,584 百万円に比べて 18％減の 85,477 百万円になりました。案件選別と

回収強化を前倒しで実行してきた結果、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

比 25％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減少したことにより、前年同期に比べ減少してい

ます。なお、貸倒引当金繰入額は前年同期とほぼ同じ水準となりましたが、不良債権の新規発生は前第３四

半期連結会計期間をピークにその後大幅に減少しています。 

 

上記の結果、セグメント利益は、前年同期の 2,058 百万円の損失から 10,591 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

17％減の 1,312,109 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を営んでおります。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 176,464 百万円に比べて 5％減の 167,558 百万円となりま

したが概ね堅調です。 

 

経費削減に取り組んだことにより販売費および一般管理費が減少しましたが、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増加したため、セグメント費用は微減にとどまりました。  

 

上記の結果、セグメント利益は、前年同期の 21,904 百万円に比べて 24％減の 16,726 百万円となり、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 67％となりました。 

 

セグメント資産は、需要低迷による新規実行が低調であったことや低稼働資産の売却により、前連結会計年

度末比 11％減の 574,640 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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マンション市場では在庫の減少や建築コストの低下に加えて、競合先が減少するといった傾向がみられるな

か、慎重にマーケティングを行いながら新規開発を再開しています。当第３四半期累計期間においては、開

発中マンションの評価損は大幅に減少したものの引渡し戸数が 1,890 戸から 1,098 戸へ減少したことにより

利益は減少しました。 

 

オフィスビル市場における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いています。ま

た、中規模以上の賃貸不動産の売買は依然として低調です。このような事業環境下、第２四半期連結会計期

間に大型物件の売却益を計上したものの、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。なお、

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 200,209 百万円に比べて 28％減の 145,079 百万円、セグメント

費用はマンションの引き渡し戸数の減少などにより減少しました。セグメント利益は、前年同期の 40,848

百万円に比べて 73％減の 10,915 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 55％となっております。 

 

主にマンション分譲事業にかかる棚卸資産が減少した結果、セグメント資産は前連結会計年度末に比べて

5％減の 1,121,841 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。 

 

不動産ファイナンス市場全般が未だ停滞中のため、大型不動産プロジェクトを主たる対象としているノンリ

コースローンや CMBS 市場も引き続き低迷しています。 

 

セグメント収益は、前年同期の 68,977 百万円に比べて 14％減の 59,405 百万円になりました。主に不動産フ

ァイナンス事業においては上述の事業環境を反映し、回収に注力したことや新規実行が減少したことから、

営業貸付金および投資有価証券（特定社債を含む）の平均残高が前年同期比 26％減少したことによるもので

す。 

 

ノンリコースローンを中心に貸倒引当金繰入額が前年同期比で増加したものの 80 億円にとどまった上、支払

利息や販売費および一般管理費が減少したため、セグメント費用は減少しました。 

 

持分法投資損益は、当第１四半期連結会計期間に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

による損失計上がありましたが、当第３四半期連結会計期間では利益計上しており、大幅な評価損を計上し

た前年同期に比べて損失額は改善しました。 

 

上記の結果、セグメント利益は、前年同期の 47,301 百万円の損失から 16,520 百万円の損失になり、前第３

四半期連結会計期間を底に赤字幅は継続的に改善しております。 

 

セグメント資産は、営業貸付金や投資有価証券残高が減少したことにより、前連結会計年度末比 6％減の

1,246,423 百万円となりました。なお、資産内容が悪化した融資関連資産については、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、自らが収益とリスク

をマネジメントできるスキームへ軸足を移しています。 

 

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。 

 

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順調に拡大しています。 
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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

益がそれぞれ改善しました。 

 

主にネット証券を手掛ける証券業は、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。 

 

カードローン事業は、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％を株式会社三井住

友銀行へ譲渡し、子会社株式売却益を計上し、以降同社の損益は持分法投資損益に計上されています。 

 

上記の結果、セグメント収益は、前年同期の 138,688 百万円に比べて 16％減の 117,128 百万円となりました

が、主に生命保険費用や貸倒引当金繰入額などのセグメント費用が減少したことにより、セグメント利益は、

前年同期の 11,271 百万円に比べて 77％増の 19,942 百万円となり安定的に推移しています。期初の利益見通

し 20,000 百万円をほぼ達成した水準です。 

 

セグメント資産は、関連会社投資および投資有価証券が増加したものの、カードローン事業の営業貸付金が

大幅に減少したため、前連結会計年度末比 4％減の 1,485,195 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 125,529 百万円に比べて 8％増の 135,446 百万円になりました。米州地域で

は、株式・債券市場が改善する中、有価証券実現益が大幅に増加した一方、貸付金収益は、営業貸付金平均

残高の減少に加え市場金利の低下などにより減少しました。また、主にアジア・大洋州地域において、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が前年同期比 24％減少したことなど

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・リース収益が減少しました。 

 

米州において貸倒引当金繰入額が増加したものの想定内でコントロールできています。一方、主に借入債務

の平均残高の減少に加え、市中金利の低下などにより、セグメント費用は減少しております。 

 

上記の結果、セグメント利益は、前年同期の 11,913 百万円に比べて 2.4 倍の 28,925 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 8％減の 875,109 百万円となりました。投資有価証券は主に米州地

域で増加となりましたが、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ため、全体としては減少となりました。 
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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３四半期 

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）  7,958,356 8,369,736 △411,380 △5％

 （うち、セグメント資産） 6,615,317 7,232,671 △617,354 △9％

負債合計      （百万円） 6,636,873 7,158,743 △521,870 △7％

 （うち、長短借入債務） 4,667,761 5,252,012 △584,251 △11％

 （うち、預金） 806,995 667,627 139,368 21％ 

株主資本      （百万円） 1,276,577 1,167,530 109,047 9％

１株当たり株主資本 （円） 11,880.10 13,059.59 △1,179.49 △9％
（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 7,958,356 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」や主にリテール事業部門での債券の購入により「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 9％減の 6,615,317 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、前連結会計年度末に比べて 9％増の 1,276,577 百万円になりました。平成 21年 7 月の新株発行

により 830 億円を調達した結果、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３四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

220,825 百万円増加し、680,794 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増加した一方で、短期売買目的有

価証券の購入が前年同期比で増加したことや、「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 185,355 百万円から当第３四半期連結累計期間は

99,049 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」や「顧

客への営業貸付金の実行」（下記（注４）参照）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 16,158 百万円の資金流出から当第３四半期連結累計期間

は 396,220 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 94,151 百万円から当第３四半期連結累計期間は 276,376 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によるキャッシュ・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 

 

海外事業部門の業績が好調であることを主因として、平成 22 年 3 月期通期の連結業績見通しにおける当社

株主に帰属する当期純利益（※）は期初見通しの 30,000 百万円（前期比 36.8％増）を 2 割前後上回る見通

しです。 

（※）「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。（*セグメント利益については、従来のものから変更ありません。） 

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、資金の早

期回収は進んでおり、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。下半期の貸倒引当

金繰入額は環境次第で上半期実績を上回る可能性が

あるが、見通しには織り込み済み。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

なくなることにより、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。第４四半期には証券業の子会社統

合による株式交換に伴う株式譲渡益(約 90 億円)の

計上も見込まれ、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貸倒引当金

繰入額の増加、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えています。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。 

 

なお、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
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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。 

 

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 810-10-65-1「連結－連結財務諸表における非支配持分」(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、ならびに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 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)が自社株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しております。当社が発行し

た一部の転換社債に含まれる転換権が自社株を参照しているとみなされないため、当該転換権に区分処理を

適用し、期首の利益剰余金等の金額を調整しております。 

 

平成 21 年 9月 30 日に終了した会計期間より、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、SEC登録企業に適用されるSEC規則や解釈指針以外で強制力のある、

唯一の一般に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

基準の参照対象を従来の基準書等から当会計基準編纂書に変更しております。 
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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12月31日） （平成21年3月31日） （平成21年12月31日） （平成21年3月31日）

現金および現金等価物 680,794 459,969 短期借入債務 735,034 798,167

使途制限付現金 143,435 128,056 預金 806,995 667,627

定期預金 760 680 支払手形および未払金等 334,747 370,310

ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ投資 791,766 914,444 未払費用 92,700 96,662

営業貸付金 2,618,561 3,304,101 保険契約債務 409,481 442,884

貸倒引当金 △ 157,067 △ 158,544 未払法人税等 151,507 160,358

ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ･ﾘｰｽ投資 1,277,316 1,226,624 受入保証金 173,682 168,890

投資有価証券 1,013,090 926,140 長期借入債務 3,932,727 4,453,845

その他営業資産 186,851 189,560 (負債合計) 6,636,873 7,158,743

関連会社投資 373,572 264,695 償還可能非支配持分 25,841 25,396

その他受取債権 227,817 228,581 契約債務および偶発債務

棚卸資産 159,460 197,960

資本金 143,899 102,216

前払費用 34,959 34,571

資本剰余金 178,925 136,313

社用資産 89,060 86,945

利益剰余金 1,094,495 1,071,919

その他資産 517,982 565,954

その他の包括利益累計額 △ 91,182 △ 92,384

自己株式（取得価額） △ 49,560 △ 50,534

(当社株主資本合計) 1,276,577 1,167,530

非支配持分 19,065 18,067

(資本合計) 1,295,642 1,185,597

資産合計 7,958,356 8,369,736 負債・資本合計 7,958,356 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３四半期 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 6,830 △ 5,615

確定給付年金制度 △ 15,609 △ 16,221

為替換算調整勘定 △ 82,109 △ 71,791

未実現ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ評価損益 △ 294 1,243

△ 91,182 △ 92,384

     2. 米国財務会計基準審議会会計基準編纂書810-10-65-1｢連結－連結財務諸表における非支配持分｣を平成21年4月1日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部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。

当第３四半期 前連結会計年度末にかかる 当第３四半期 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 連結会計期間末 要約連結貸借対照表
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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

営 業 収 益 95 88

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ収益 87 76

ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾘｰｽ収益 101 98

貸付金および有価証券利息 90 67

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 95 95

不動産販売収入 80 76

賃貸不動産売却益 211 12

その他の営業収入 108 94

営 業 費 用 107 90

支払利息 102 80

ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾘｰｽ原価 107 100

生命保険費用 96 87

不動産販売原価 104 65

その他の営業費用 110 86

販売費および一般管理費 97 94

貸倒引当金繰入額 221 97

長期性資産評価損 - 217

有価証券評価損 195 98

為替差損（△益） - -

営 業 利 益 37 61

持分法投資損益 - -

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 8 264

法人税等 16 134

継 続 事 業 か ら の 利 益 2 865

非継続事業からの損益

非継続事業からの損益 20,208 11,897

法人税等 △ 8,298 △ 4,086

非継続事業からの損益（税効果控除後） 63 66

四 半 期 純 利 益 12 206

非 支 配 持 分 に 帰 属 す る 四 半 期 純 利 益 45 61

償還可能非支配持分に帰属する四半期純利益 15 881

当 社 株 主 に 帰 属 す る 四 半 期 純 利 益 11 206

     

     

　純利益として報告しています。なお、過年度について組替再表示しています。

12月31日）

前年
同期比
(%)

692,024784,153

金　　　　額
前年

同期比
(%)

金　　　　額

12月31日）

208,521213,489

37,82449,733

102,967152,556

12,315△  8,160

2,31018,562

83,96588,440

35,61346,943

208,509222,590

660,573732,764

63,33279,503

145,047145,524

109,208126,927

67,18377,470

34,88153,621

177,023188,149

48,81350,327

3,4701,596

10,27910,442

1,337△  795

31,45151,389

14,270

15,667

14,457

925

(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｣に従い、非継続事業にかかる損益を独立表示

7,81111,910

前第３四半期連結累計期間

1,842

11,723

当第３四半期連結累計期間

37,697

2.米国財務会計基準審議会会計基準編纂書810-10-65-1｢連結－連結財務諸表における非支配持分｣を適用しています。当該会計

13,323

209

177△  32,240

6,069△  4,879

　基準編纂書の適用により、従来、連結損益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

22,0302,547

27,433

　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。

29,841

566
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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３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

 (自　平成20年  4月 1日  (自　平成21年  4月 1日

  至　平成20年 12月31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:
四半期純利益 14,457 29,841 
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 140,550 126,945 
貸倒引当金繰入額 50,327 48,813 
保険契約債務の減少 △ 30,941 △ 33,403 
証券化による売却損益 188 △ 95 
持分法投資損益（貸付利息を除く） 32,240 1,027 
子会社・関連会社株式売却損益および清算損 4,879 △ 6,069 
売却可能有価証券の売却益 △ 1,806 △ 5,128 
賃貸不動産売却益 △ 18,562 △ 2,310 
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 △ 6,010 △ 5,632 
長期性資産評価損 1,596 3,470 
有価証券評価損 10,442 10,279 
使途制限付現金の減少 14,460 931 
売却予定の営業貸付金の減少 20,543 1,052 
短期売買目的有価証券の減少(増加） 15,361 △ 29,363 
棚卸資産の減少 10,776 24,866 
前払費用の増加 △ 5,109 △ 370 
未払費用の減少 △ 23,386 △ 2,069 
受入保証金の増加(減少) 3,183 △ 1,392 
その他の増減(純額) △ 47,833 △ 62,344 

営業活動から得た現金(純額) 185,355 99,049 

投資活動によるキャッシュ・フロー:
リース資産の購入 △ 693,330 △ 276,722 
ファイナンス・リース投資の回収 332,984 257,496 
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 34,341 18,183 
顧客への営業貸付金の実行 △ 855,491 △ 445,595 
営業貸付金の元本回収 1,091,457 703,797 
オペレーティング・リース資産の売却 127,906 90,951 
関連会社への投資(純額) △ 6,257 △ 11,044 
関連会社投資の売却 1,933 12,530 
売却可能有価証券の購入 △ 228,978 △ 286,432 
売却可能有価証券の売却 169,520 143,984 
売却可能有価証券の償還 102,141 101,671 
満期保有目的有価証券の購入 -  △ 43,748 
その他の有価証券の購入 △ 68,299 △ 10,384 
その他の有価証券の売却 24,584 19,646 
その他営業資産の購入 △ 11,636 △ 3,234 
子会社買収(取得時現金控除後) △ 4,243 △ 10,218 
子会社売却(売却時現金控除後) 28 126,721 
その他の増減(純額) △ 32,818 8,618 

投資活動から得た(に使用した)現金(純額) △ 16,158 396,220 

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) △ 283,673 △ 54,548 
満期日が３ヶ月超の借入債務による調達 1,877,135 734,902 
満期日が３ヶ月超の借入債務の返済 △ 1,776,171 △ 1,195,556 
預金の受入の増加(純額） 127,578 139,477 
新株発行 217 83,036 
現金配当金の支払 △ 23,529 △ 6,261 
コールマネーの増加(純額) 13,500 21,600 
自己株式の取得 △ 29,294 △ 2 
その他の増減(純額) 86 976 

財務活動に使用した現金(純額) △ 94,151 △ 276,376 

現金および現金等価物に対する為替相場変動の影響額 △ 7,261 1,932 
現金および現金等価物増加額(純額) 67,785 220,825 
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 388,440 680,794 
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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３四半期

（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 12月31日） 至　平成21 年 12月31日） (平成21年3月31日) (平成21年12月31日)

ｾｸﾞﾒﾝﾄ収益
ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益
（△損失）

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 104,584 △ 2,058 85,477 △ 10,591 1,583,571 1,312,109

ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾘｰｽ事業 176,464 21,904 167,558 16,726 648,314 574,640

不動産事業 200,209 40,848 145,079 10,915 1,175,437 1,121,841

投資銀行事業 68,977 △ 47,301 59,405 △ 16,520 1,321,491 1,246,423

ﾘﾃｰﾙ事業 138,688 11,271 117,128 19,942 1,554,006 1,485,195

海外事業 125,529 11,913 135,446 28,925 949,852 875,109

814,451 36,577 710,093 49,397 7,232,671 6,615,317

四半期連結財務諸表

（連結財務諸表）との調整 △ 30,298 △ 22,307 △ 18,069 △ 11,700 1,137,065 1,343,039

784,153 14,270 692,024 37,697 8,369,736 7,958,356

(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

      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。

所在地別情報　　

前第３四半期連結累計期間 　　　(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

営業収益 704,333 49,119 66,925 △ 36,224 784,153

税引前四半期純利益（△損失） 21,476 △ 322 13,324 △ 20,208 14,270

当第３四半期連結累計期間

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

営業収益 584,763 70,507 60,388 △ 23,634 692,024

税引前四半期純利益 21,200 12,674 15,720 △ 11,897 37,697

(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. 上記の所在地別情報では、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を加減しています。

海外売上高（顧客の所在地別営業収益）

前第３四半期連結累計期間 　　　(単位:百万円)

米州地域 その他海外 計

海外営業収益 47,565 78,379 125,944

連結営業収益 784,153

連結営業収益に占める

海外営業収益の割合 6.1% 10.0% 16.1%

当第３四半期連結累計期間

米州地域 その他海外 計

海外営業収益 67,455 69,539 136,994

連結営業収益 692,024

連結営業収益に占める

海外営業収益の割合 9.7% 10.1% 19.8%

(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３四半期連結累計期間

連結合計

ｾｸﾞﾒﾝﾄ計

前第３四半期連結累計期間
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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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