
  

  

１．平成23年3月期第１四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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四半期決算説明会開催の有無      ：無   

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年3月期第１四半期  57,934  0.3  3,845  49.0  3,797  53.8  2,145  48.8

22年3月期第１四半期  57,774  △0.7  2,580  △7.9  2,468  △11.7  1,442  △28.2

  
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 

23年3月期第１四半期  68  74  －      

22年3月期第１四半期  46  20  －      

  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 

23年3月期第１四半期  621,649  97,530  15.7  3,118  00

22年3月期  624,530  96,017  15.3  3,070  17

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 97,335百万円 22年3月期 95,842百万円

  
年間配当金

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 

22年3月期  －       18 00 －     20 00  38  00

23年3月期  －      

23年3月期（予想）  19 00 －     19 00  38  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  112,500  △1.6  6,100  16.4  5,950  16.1  3,480  15.1  111  48

通期  224,000  △2.0  12,000  4.3  11,700  3.2  6,850  2.9  219  43



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．４「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：無 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る

会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信

の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続は終了しておりません。 

  

※  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22年4月27日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

２．本資料に記載されている業績予想は、現時点で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り、これらの業績予想とは異なる場合があることをご承知おきください。なお予想数値に関する

事項は、四半期決算短信（添付資料）４ページをご参照ください。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 31,243,223株 22年3月期 31,243,223株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 25,874株 22年3月期 25,874株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 31,217,349株 22年3月期１Ｑ 31,217,542株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

（第１四半期連結累計期間の連結経営成績） 

  

 当第１四半期連結累計期間の国内経済は、アジア向けを中心とした輸出の増加や政府の経済対策効果により持ち

直しはみられ、設備投資動向は緩やかに回復してきております。しかしながら中小企業においては未だ設備投資需

要の低迷が続いております。また公共投資も大幅に減少しています。 

 このような厳しい経営環境の中、当社グループは、引き続き有力ベンダーとの関係強化や優良ユーザーへの接点

営業強化を図りました。これらの結果、取扱高は前年同期比９億円減少の572億円となりました。売上高は前年同

期とほぼ同水準の579億円となりました。貸倒費用は倒産件数の減少に加え慎重な審査によるリスク管理体制を徹

底したことにより大幅に抑制したこと及び金融市場の動向に応じた機動的な資金調達の実施により資金調達費用を

低減したことにより、営業利益は前年同期比12億円増加の38億円となりました。四半期純利益は前年同期比７億円

増の21億円となりました。 

  

  

【リース・割賦】  

リース・割賦事業の取扱高は541億円と前年同期比と同水準ながら、リーマンショック前からリース投資は低水

準が続いております。その結果、営業資産は前期末比52億円減少し、4,692億円となりました。 

リース・割賦事業の売上高は566億円と前年同期と同水準を維持しました。貸倒費用の抑制や資金調達費用の低

減によりセグメント利益は前年同期比11億円増加し35億円となりました。 

  

【金融サービス】 

ドクター向け開業支援融資や住宅ローン等の残高を積上げたことで、営業資産残高は700億円と前期末比12億円

増加しました。注力している売掛金集金代行サービスや請求書発行代行サービス等の手数料収入を順調に伸ばし、

セグメント利益は前年同期比57百万円増加の４億48百万円となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

  前第１四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年６月30日）

増 減 

  金額 伸率(%) 

売上高（百万円）  57,774  57,934  159  0.3

営業利益（百万円）  2,580  3,845  1,264  49.0

経常利益（百万円）  2,468  3,797  1,329  53.8

四半期純利益（百万円）  1,442  2,145  703  48.8

１株当たり四半期純利益 46円20銭 68円74銭 22円54銭  

（取扱高）  

リース・割賦事業（百万円）  54,253  54,143  △110  △0.2

金融サービス事業（百万円）  3,965  3,153  △811  △20.5

取扱高合計（百万円）  58,218  57,296  △922  △1.6

  売上高（百万円） セグメント利益（百万円） 営業資産（百万円） 

  前四半期 当四半期 増減 前四半期 当四半期 増減 前期末 当四半期 増減 

リース・割賦 56,570 56,621 51 2,387 3,572 1,185 474,487 469,257 △5,229 

金融サービス 1,010 1,076 66 390 448 57 68,768 70,039 1,271 

報告セグメント計 57,580  57,698 117 2,777  4,021 1,243 543,255 539,297 △3,958 



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産の状況）  

  *営業資産には報告セグメントの営業資産に加え、他事業の営業資産を含めて記載しております。  

  

【総資産】 

当第１四半期末の総資産は、営業資産残高が52億円減少したことにより、前期末比0.5％減少し6,216億円とな

りました。 

  

【純資産】 

当四半期純利益21億円の計上による増加と、配当６億円を支払ったことにより、純資産は前期末比15億円増加

し975億円となりました。自己資本比率は15.3%から0.4ポイント上昇し、15.7%となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

  

【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・フローは、前年同期比46億円減少し、17億円の収入となりました。これはリース

債権及びリース投資資産の減少額が縮小したことと、仕入債務の純支出が拡大したことが主な原因です。 

  

【投資活動によるキャッシュ・フロー】  

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比39百万円増加し、26百万円の支出となりました。この支出

は社用資産の取得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】  

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比174億円増加し16億円の支出となりました。前第１四半期連

結累計期間においては、手許資金を有利子負債の返済に充当したため大幅な支出となりました。当第１四半期連結

累計期間は、社債の発行による収入199億円、借入による純収入20億円、コマーシャル・ペーパーの償還による支

出230億円、期末配当金の支払額６億円を要因として16億円の資金支出となりました。 

  

  

  前連結会計年度末 

 （平成22年3月31日） 

当第１四半期連結会計期間末

 （平成22年6月30日） 

増 減 

  金額 伸率(%) 

 総資産（百万円）  624,530  621,649  △2,880  △0.5

 *営業資産（百万円）  548,923  543,638  △5,284  △1.0

 その他（百万円）  75,606  78,010  2,404  3.2

 純資産（百万円）  96,017  97,530  1,512  1.6

 自己資本比率（％）  15.3  15.7 ＋0.4 

  

前第１四半期 

連結累計期間 

  (自 平成21年4月 1日 

  至 平成21年6月30日)  

当第１四半期 

連結累計期間 

  (自 平成22年4月 1日 

  至 平成22年6月30日)  

増減 

 営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円）  6,354  1,713  △4,640

 投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円）  △66  △26  39

 財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円）  △19,147  △1,669  17,478

 現金及び現金同等物四半期末残高（百万円）  5,029  508  △4,520



（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期の連結業績は概ね予想通りに推移しており、平成22年４月27日に公表いたしました第２四半期連

結業績予想及び通期連結業績予想は変更しておりません。 

  

欧州危機や米国経済の景気回復遅れ等世界的な景気減速懸念が拡大する中、国内景気の先行きは不透明感が増

しています。また、平成22年６月18日に完全施行された改正貸金業法の影響やエコ減税による前倒し消費の反動

等不安要素も多々あります。 

このような中、当社グループは引続き厳格な審査によるリスク管理体制の徹底と収益性を重視した営業活動、

業務プロセス改革の継続など高効率・高収益体質に向けた取組みを強化すると同時に、有力ベンダーとの安定基

盤構築及び優良ユーザーへの接点営業強化による優良資産の拡大、金融サービスの拡大など次の成長に向けた準

備を着実に進めてまいります。 

  なお、今後の見通しにつきましては引続き検討を行い、業績予想に関して修正の必要が生じた場合には、速や

かに開示する予定であります。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

  該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  該当事項はありません。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

   資産除去債務に関する会計基準の適用  

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

これにより、営業利益、経常利益がそれぞれ２百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が62百万円減少し

ております。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

  該当事項はありません。 

  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
(1)四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 508 489

受取手形及び売掛金 22 31

割賦債権 39,937 39,845

リース債権及びリース投資資産 424,728 430,187

営業貸付金 74,381 74,436

その他の営業貸付債権 19,128 15,128

その他の営業資産 4,856 5,675

賃貸料等未収入金 9,978 10,533

その他の流動資産 44,714 43,608

貸倒引当金 △10,005 △9,194

流動資産合計 608,250 610,743

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産 8,309 8,337

社用資産 625 661

有形固定資産合計 8,934 8,998

無形固定資産   

賃貸資産 127 4

その他の無形固定資産 1,693 1,845

無形固定資産合計 1,820 1,849

投資その他の資産   

投資有価証券 700 748

その他 1,944 2,190

投資その他の資産合計 2,644 2,939

固定資産合計 13,399 13,787

資産合計 621,649 624,530



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,495 17,211

短期借入金 133,978 124,949

1年内返済予定の長期借入金 129,705 104,200

1年内償還予定の社債 9,999 9,999

コマーシャル・ペーパー 6,000 29,000

未払法人税等 1,644 2,257

割賦未実現利益 3,844 3,887

賞与引当金 400 635

役員賞与引当金 － 15

その他の流動負債 40,287 36,054

流動負債合計 336,356 328,212

固定負債   

社債 75,000 55,000

長期借入金 109,486 142,001

退職給付引当金 513 507

その他の固定負債 2,762 2,791

固定負債合計 187,762 200,299

負債合計 524,119 528,512

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,896 7,896

資本剰余金 10,160 10,160

利益剰余金 79,217 77,696

自己株式 △45 △45

株主資本合計 97,228 95,707

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 106 135

評価・換算差額等合計 106 135

少数株主持分 194 175

純資産合計 97,530 96,017

負債純資産合計 621,649 624,530



(2)四半期連結損益計算書 
(第１四半期連結累計期間) 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 57,774 57,934

売上原価 50,862 50,551

売上総利益 6,912 7,383

販売費及び一般管理費 4,331 3,538

営業利益 2,580 3,845

営業外収益   

受取配当金 1 1

その他の営業外収益 2 23

営業外収益合計 3 24

営業外費用   

支払利息 10 7

社債発行費 103 64

その他の営業外費用 2 1

営業外費用合計 115 72

経常利益 2,468 3,797

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 59

特別損失合計 － 59

税金等調整前四半期純利益 2,468 3,737

法人税、住民税及び事業税 1,330 1,536

法人税等調整額 △317 34

法人税等合計 1,013 1,571

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,165

少数株主利益 12 19

四半期純利益 1,442 2,145



(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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 2,468 3,737

賃貸資産減価償却費 1,391 1,296

社用資産減価償却費及び除却損 215 215

貸倒引当金の増減額（△は減少） 774 811

賞与引当金の増減額（△は減少） － △235

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △15

退職給付引当金の増減額（△は減少） － 5

引当金の増減額（△は減少） △265 －

受取利息及び受取配当金 △8 △2

資金原価及び支払利息 1,103 885

社債発行費 103 64

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 59

割賦債権の増減額（△は増加） 168 △134

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増
加）

6,791 5,459

営業貸付金の増減額（△は増加） △2,522 55

賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） 810 555

賃貸資産の取得による支出 △1,110 △1,433

仕入債務の増減額（△は減少） △4,106 △6,716

その他 3,833 145

小計 9,645 4,753

利息及び配当金の受取額 8 2

利息の支払額 △1,003 △988

法人税等の支払額 △2,296 △2,053

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,354 1,713

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 △65 △26

その他 △0 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △66 △26

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） 29,501 9,029

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） △90,000 △23,000

長期借入れによる収入 26,079 13,543

長期借入金の返済による支出 △19,046 △20,553

社債の発行による収入 34,896 19,936

配当金の支払額 △577 △624

その他 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,147 △1,669

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,858 18

現金及び現金同等物の期首残高 17,888 489

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,029 508



  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１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

（注）１．事業の区分は、主たる営業取引の種類により区分しております。 

   ２．各事業区分の主要品目 

①賃貸・割賦事業 

事務用・情報関連機器、医療機器、印刷・工作機械・計測器等のファイナンス・リース、オペレーティ

ング・リース、割賦・クレジット（賃貸取引の満了・中途解約に伴う物件売却等を含む） 

②金融サービス事業 

ビジネスローン・業界特化型融資・住宅ローン・マンションローン等の貸付、及び請求書発行・売掛金

回収等の代行サービス 

③その他の事業 

リコーグループ会社への融資、リコーグループのファクタリング、計測・校正・機器点検等の受託技術

サービス等 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

〔海外売上高〕 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

海外売上高がないため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

    

  
賃貸・割賦
事業 

（百万円） 

金融サービス
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  56,570  1,010  194  57,774  －  57,774

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － －  － －

計  56,570  1,010  194  57,774  －  57,774

営業利益  2,387  390  34  2,812  △231  2,580



〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対

象となっているものであります。 

 当社は、リース・割賦を中心に事業活動を展開しております。なお、「リース・割賦」、「金融サービス」を

報告セグメントとしております。 

 「リース・割賦」セグメントは、事務用・情報関連機器、医療機器、印刷・工作機械・計測器等のファイナン

ス・リース、オペレーティング・リース、割賦・クレジット（賃貸取引の満了・中途解約に伴う物件売却等を含

む）を行っております。「金融サービス」セグメントは、ビジネスローン・業界特化型融資・住宅ローン・マン

ションローン等の貸付、及び請求書発行・売掛金回収等の代行サービスを行っております。 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リコーグループ会社への融資、

リコーグループのファクタリング、計測・校正・機器点検等の受託技術サービス等を含んでおります。 

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年

３月21日）を適用しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他 
（注） 

合計 
リース・割賦 金融サービス 計

売上高           

外部顧客への売上高  56,621  1,076  57,698  236  57,934

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計  56,621  1,076  57,698  236  57,934

セグメント利益  3,572  448  4,021  48  4,069

  （単位：百万円）  

利益 金額   

報告セグメント計  4,021

「その他」の区分の利益  48

全社費用（注）  △224

四半期連結損益計算書の営業利益  3,845

（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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