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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）

売上高 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 198,723 △11.4 9,061 30.7 9,714 34.9 5,573 60.3
21年3月期第3四半期 224,405 ― 6,935 ― 7,201 ― 3,477 ―

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 153.97 ―
21年3月期第3四半期 95.25 ―

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 1,000,732 60,570 5.9 1,633.32
21年3月期 1,076,150 55,994 5.1 1,509.00

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  59,124百万円 21年3月期  54,624百万円

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  
平成22年３月期 期末配当予想24円00銭には、記念配当４円00銭が含まれております。 

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 ― 20.00 ― 20.00 40.00
22年3月期 ― 20.00 ―
22年3月期 

（予想）
24.00 44.00

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   

売上高 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 270,000 △9.6 10,500 55.4 11,000 62.7 6,500 94.1 179.56



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  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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 
１．平成21年11月６日（平成22年３月期 第２四半期決算短信発表時）に公表いたしました業績予想に変更はありません。 
２．業績予想につきましては、現時点における事業環境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、今後の様々な要因 
により予想値と異なる可能性があります。 

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 36,849,000株 21年3月期  36,849,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  650,253株 21年3月期  650,218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 36,198,773株 21年3月期第3四半期 36,511,938株
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平成21年度第３四半期のわが国経済は、アジア向けを中心とする輸出の増加による生産回復から、国内景気は持

ち直しの動きが見られたものの自律的な回復までには至らず、依然として厳しい状況が続きました。こうした経済 

情勢のなか、企業の設備過剰感はやや弱まりつつあるものの引き続き高水準にあり、設備投資は低調に推移しまし 

た。また、企業倒産件数は企業向けの緊急支援策の効果等により全体として緩やかながら減少傾向となりましたが、

中小企業の不況型倒産件数については依然として高水準で推移しました。 

  

このような状況のなか、当第３四半期連結累計期間のリース、割賦、貸付全体の契約実行高は前年同期（平成20

年12月期）比27.3％減少の226,868百万円となりました。 

リース及び割賦につきましては、企業の多様なファイナンスニーズを捕捉すべく引き続き物融（リース及び割

賦）のメリットを活かした提案営業に注力しましたが、依然として民間設備投資の低迷が続いており、リースの契 

約実行高は前年同期比24.5％減少の122,967百万円、割賦の契約実行高は同28.2％減少の26,912百万円となりまし 

た。金融分野につきましては、リスク管理を重視し厳選した案件への取り組みを継続するなか、優良な首都圏オフ 

ィスビルに係る大口の不動産関連ファイナンス等に取り組みましたが、貸付の契約実行高は前年同期比31.2％減少 

の76,989百万円となりました。 

  

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における連結業績は、次のとおりとなりました。 

まず、リース、割賦、貸付合計の営業資産残高は前連結会計年度末（平成21年３月期）比6.4％減少の890,188百

万円となりました。 

事業の種類別セグメントでは、リースの営業資産残高は前連結会計年度末比7.2％減少して553,607百万円、割賦

の営業資産残高（割賦未実現利益控除後）は同9.8％減少の108,572百万円、貸付の営業資産残高は同2.4％減少し 

て228,008百万円となりました。 

  

損益面では、売上高は198,723百万円と前年同期比11.4％の減収となりました。他方、営業利益は金融環境の変 

化を捉えた機動的な資金調達により資金原価が低減したこと、及びリスク管理を重視した慎重な業務運営により信 

用コストが減少したこと等から前年同期比30.7％と大幅に増加し9,061百万円、経常利益も同34.9％増加の9,714百 

万円となりました。さらに、四半期純利益は前年度期首に特別損失として計上したリース会計基準変更に伴う一過 

性の一般貸倒引当金の負担が解消したこと等から前年同期比60.3％増加して5,573百万円となりました。 

また、純資産は利益の蓄積等により引き続き増加して60,570百万円、自己資本比率は5.9％となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。（売上高は外部顧客に対する売上高を記載しておりま

す。） 

事業の種類別セグメントの業績 

〔賃貸事業〕 

  賃貸事業の売上高は前年同期（平成20年12月期）比10.5％減少して183,923百万円となりましたが、営業利益 

は資金コストの低減、及び信用コストの減少等により同13.9％増加して10,664百万円となりました。 

〔割賦販売事業〕 

  割賦販売事業の売上高は前年同期比25.7％減少して9,277百万円となり、営業利益は資金コストが低減したも 

のの、信用コストの増加等により同82.7％減少して88百万円となりました。 

〔貸付事業〕 

  貸付事業の売上高は前年同期比6.4％減少して4,764百万円となりましたが、信用コストの減少、及び資金コス 

トの低減等により前年同期の営業損失から改善し営業利益は677百万円となりました。 

〔その他の事業〕 

  その他の事業の売上高は前年同期比45.7％減少して759百万円となりましたが、営業利益は7.6％増加の208百 

万円となりました。 

   

【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
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営業活動によるキャッシュ・フローは、リース債権及びリース投資資産、割賦債権の減少等により51,589百万円

の収入となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,793百万円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、コマーシャル・ペーパーの発行及び債権流動化による直接調達で38,812

百万円の収入に対し、間接調達では101,678百万円の支出となり、財務活動全体では64,333百万円の支出となりまし

た。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末（平成21年

３月期）比14,564百万円減少し、12,355百万円となりました。 

  

当第３四半期連結累計期間の実績は、予想に対し順調に進捗しております。したがって、平成22年３月期の通期

連結業績予想につきましては平成21年11月６日付の公表から変更はなく、売上高270,000百万円、営業利益10,500百

万円、経常利益11,000百万円、当期純利益6,500百万円を見込んでおります。 

  

 該当事項はありません。  

① 簡便な会計処理 

  一般債権の貸倒見積高の算定につきましては、第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等を使用しておりま 

   す。  

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。 

 該当事項はありません。 

  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

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
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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 14,034 28,005

受取手形及び売掛金 36 54

割賦債権 109,989 122,072

リース債権及びリース投資資産 532,215 575,381

営業貸付金 190,089 195,392

その他の営業貸付債権 37,522 36,901

その他の営業資産 396 1,393

賃貸料等未収入金 2,472 2,419

有価証券 3,474 14,184

繰延税金資産 560 1,373

その他の流動資産 14,964 16,138

貸倒引当金 △3,725 △3,600

流動資産合計 902,031 989,717

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産   

賃貸資産 21,176 21,190

賃貸資産合計 21,176 21,190

社用資産   

社用資産 3,009 3,080

社用資産合計 3,009 3,080

有形固定資産合計 24,185 24,271

無形固定資産   

賃貸資産   

賃貸資産 215 297

賃貸資産合計 215 297

その他の無形固定資産   

のれん 168 187

ソフトウエア 2,386 2,545

その他 67 37

その他の無形固定資産合計 2,622 2,770

無形固定資産合計 2,838 3,067

投資その他の資産   

投資有価証券 51,475 41,556

破産更生債権等 13,211 9,470

繰延税金資産 4,266 4,157

その他の投資 3,474 4,443

貸倒引当金 △751 △534

投資その他の資産合計 71,677 59,094

固定資産合計 98,701 86,432

資産合計 1,000,732 1,076,150
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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 27,322 37,926

短期借入金 85,482 126,236

1年内返済予定の長期借入金 188,857 160,106

コマーシャル・ペーパー 285,500 232,700

債権流動化に伴う支払債務 41,770 45,425

リース債務 23,254 26,688

未払法人税等 1,295 1,216

割賦未実現利益 1,416 1,698

賞与引当金 16 314

役員賞与引当金 － 25

債務保証損失引当金 503 847

その他の流動負債 15,711 16,186

流動負債合計 671,131 649,371

固定負債   

長期借入金 250,275 340,440

債権流動化に伴う長期支払債務 12,213 22,546

退職給付引当金 587 1,609

役員退職慰労引当金 132 110

受取保証金 3,981 4,851

その他の固定負債 1,840 1,226

固定負債合計 269,030 370,784

負債合計 940,162 1,020,156

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,760 11,760

資本剰余金 9,680 9,680

利益剰余金 39,543 35,417

自己株式 △1,078 △1,078

株主資本合計 59,905 55,779

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 309 70

繰延ヘッジ損益 △150 △191

為替換算調整勘定 △940 △1,034

評価・換算差額等合計 △780 △1,155

少数株主持分 1,446 1,370

純資産合計 60,570 55,994

負債純資産合計 1,000,732 1,076,150
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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) 

売上高 224,405 198,723

売上原価 202,574 176,268

売上総利益 21,831 22,455

販売費及び一般管理費 14,895 13,393

営業利益 6,935 9,061

営業外収益   

受取利息 430 594

受取配当金 299 208

持分法による投資利益 87 270

投資収益 120 228

その他 237 137

営業外収益合計 1,175 1,439

営業外費用   

支払利息 808 752

その他 100 35

営業外費用合計 909 787

経常利益 7,201 9,714

特別利益   

投資有価証券売却益 101 0

貸倒引当金戻入額 － 61

債務保証損失引当金戻入額 － 54

償却債権取立益 225 0

特別利益合計 326 116

特別損失   

リース会計基準の適用に伴う影響額 1,011 －

投資有価証券売却損 0 2

投資有価証券評価損 445 141

退職給付制度改定損 － 74

特別損失合計 1,457 218

税金等調整前四半期純利益 6,069 9,612

法人税、住民税及び事業税 4,563 3,390

法人税等調整額 △2,028 562

法人税等合計 2,534 3,952

少数株主利益 57 86

四半期純利益 3,477 5,573
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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 6,069 9,612

賃貸資産減価償却費 5,519 5,361

社用資産減価償却費及び除却損 821 809

持分法による投資損益（△は益） △87 △270

投資損益（△は益） △120 △228

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,401 339

賞与引当金の増減額（△は減少） △308 △297

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △90 △25

退職給付引当金の増減額（△は減少） 74 △1,022

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4 22

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） － △343

受取利息及び受取配当金 △729 △803

資金原価及び支払利息 8,090 6,441

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △101 1

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 445 141

リース会計基準の適用に伴う影響額 △303 －

退職給付制度改定損 － 74

売上債権の増減額（△は増加） 166 18

割賦債権の増減額（△は増加） 1,690 11,801

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増
加）

60,876 40,213

営業貸付債権の増減額（△は増加） △2,363 △986

賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） 156 △52

賃貸資産の取得による支出 △9,606 △6,732

賃貸資産の売却による収入 1,552 2,769

仕入債務の増減額（△は減少） △11,363 △10,603

その他 3,268 4,921

小計 65,056 61,163

利息及び配当金の受取額 1,000 579

利息の支払額 △8,206 △6,749

法人税等の支払額 △4,583 △3,404

営業活動によるキャッシュ・フロー 53,266 51,589

投資活動によるキャッシュ・フロー   

社用資産の取得による支出 △882 △607

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △17,229 △13,020

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

11,668 13,157

その他 △708 △1,322

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,151 △1,793
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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) 

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） 32,314 △41,085

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △56,200 52,800

長期借入れによる収入 220,895 70,203

長期借入金の返済による支出 △181,939 △130,796

債権流動化による収入 278,619 132,455

債権流動化の返済による支出 △247,258 △146,443

配当金の支払額 △1,461 △1,447

その他 △528 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー 44,441 △64,333

現金及び現金同等物に係る換算差額 △105 △26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 90,450 △14,564

現金及び現金同等物の期首残高 15,697 26,919

現金及び現金同等物の四半期末残高 106,147 12,355
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 該当事項はありません。 

  

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） 

 （注）１．事業区分は、売上集計区分によっております。 

２．各事業の主な品目は次のとおりであります。 

(1）賃貸事業…………産業工作機械、情報関連機器・事務用機器等の賃貸業務（賃貸取引の満了・中途解約に

伴う物件販売等を含む） 

(2）割賦販売事業……生産設備、建設土木機械、商業設備等の割賦販売業務 

(3）貸付事業…………金銭の貸付業務、ファクタリング等 

(4）その他の事業……手数料取引等業務、保険代理店業務、保証業務 

３．会計処理の方法の変更 

  前第３四半期連結累計期間 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することが

できることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買

取引に係る方法に準じた会計処理によっております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較し

て当第３四半期連結累計期間の賃貸事業の営業利益は530百万円増加しております。 

  

  当第３四半期連結累計期間 

該当事項はありません。 

        

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

  
賃貸事業 
（百万円） 

割賦販売
事業 
（百万円）

貸付事業
（百万円）

その他の
事業 
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円） 

連結
（百万円）

売上高                                          

(1）外部顧客に対する売上高  205,423  12,491  5,091  1,398  224,405  －  224,405

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 221  76  154  77  529 ( ) 529  －

計  205,645  12,568  5,245  1,476  224,935 ( ) 529  224,405

営業利益又は営業損失（△）  9,361  511  △477  193  9,589 ( ) 2,653  6,935

  
賃貸事業 
（百万円） 

割賦販売
事業 
（百万円）

貸付事業
（百万円）

その他の
事業 
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円） 

連結
（百万円）

売上高    

(1）外部顧客に対する売上高  183,923  9,277  4,764  759  198,723  －  198,723

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 100  0  144  72  317 ( ) 317  －

計  184,023  9,277  4,908  832  199,041 ( ) 317  198,723

営業利益  10,664  88  677  208  11,638 ( ) 2,576  9,061
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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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

  

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） 

 海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

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、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(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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(1）契約実行高 

 第３四半期連結累計期間における契約実行高の実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおり 

であります。 

（注）賃貸事業については、第３四半期連結累計期間に取得した賃貸用資産の取得金額、割賦販売事業に 

   ついては、割賦債権から割賦未実現利益を控除した額を表示しております。 

  

(2）営業資産残高 

 営業資産残高を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）割賦販売事業については、割賦債権から割賦未実現利益を控除した額を表示しております。 

  

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 

契約実行高
（百万円） 

構成比（％）
契約実行高 
（百万円） 

構成比（％）

  
  
賃貸事業 

 ファイナンス・リース 152,352 48.8  116,235 51.2

オペレーティング・リース  10,437 3.4  6,732 3.0

  162,790 52.2  122,967 54.2

割賦販売事業 37,486 12.0  26,912 11.9

貸付事業 111,894 35.8  76,989 33.9

その他の事業  －  －  －  －

合計 312,171  100.0  226,868  100.0

事業の種類別セグメントの名称 

当第３四半期連結会計期間末  前連結会計年度末 

期末残高
（百万円） 

構成比（％）
期末残高 
（百万円） 

構成比（％）

  
  
賃貸事業 

 ファイナンス・リース 532,215 59.8  575,381  60.5

オペレーティング・リース 21,392 2.4  21,487  2.3

  553,607 62.2  596,869  62.8

割賦販売事業 108,572 12.2  120,373  12.6

貸付事業 228,008 25.6  233,687  24.6

その他の事業  －  －  －  －

合計 890,188  100.0  950,930  100.0
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