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(百万円未満切捨て)

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）

 (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 58,899 △0.9 2,305 △24.6 2,310 △25.4 1,314 △27.6
22年３月期第１四半期 59,405 △9.4 3,058 124.4 3,098 130.2 1,816 144.2

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 61 03 ―
22年３月期第１四半期 84 34 ―

 (2) 連結財政状態

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 706,197 59,849 8.5 2,779 40
22年３月期 741,252 60,039 8.1 2,788 25

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 59,849百万円 22年３月期 60,039百万円

2. 配当の状況

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 ― 22 00 ― 22 00 44 00

23年３月期 ―

23年３月期(予想) 22 00 ― 22 00 44 00

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）
(％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) 115,000 △3.2 3,400 △33.9 3,400 △33.6 1,900 42.5 88 24
通期 225,000 △5.2 7,000 △8.8 7,000 △8.5 4,000 28.1 185 76

http://www.necap.co.jp/


 

 
（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等の変更」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） 

 
  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期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財務諸表のレビュー手続は終了しておりませ

ん。 

・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。なお予想数値に関する事項については、四半期決算短信（添付資料）4ページ「連結業績予

想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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 ： 有

    （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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年3月期１Ｑ 21,533,400株 22年3月期 21,533,400株

② 期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 301株 22年3月期 301株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 21,533,099株 22年3月期１Ｑ 21,533,099株

(注意事項)
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、アジア諸国をはじめとする海外経済の回復に伴

う輸出及び生産の持ち直しや、企業収益の改善に伴う設備投資の下げ止まり等が一部で見られるもの

の、欧州信用不安や米国及び中国経済の減速、円高の進展などの懸念も広がっており、依然として厳し

い状況が続いております。 

当社グループの属するリース業界におきましても、リース会計基準の見直しに伴う大企業を中心とし

たリース離れの傾向が継続する中、業界全体の2010年６月累計のリース取扱高は前年比12.2％減の１兆

1,043億64百万円（情報通信機器は9.6％減の3,607億１百万円）となり、平成19年６月以降37ヶ月連続

で前年割れとなっております。（平成22年６月現在 出典：社団法人リース事業協会「リース統計」） 

このような状況下において、当社賃貸事業では、当第１四半期におけるリース契約実行高が、前年同

期比37.8％減の294億45百万円（情報通信機器は、35.8％減の241億18百万円）と低調に推移しました。

これは前期の官公庁の予算削減による引き締め等の影響で、当期に検収となる大型案件の成約が少なか

ったことに主として起因するものであります。当社としては今後、メーカー系ファイナンス会社とし

て、ＮＥＣのソリューションビジネスに付加価値を提供するという切り口から市場を拡大すべく営業活

動を展開中であります。 

営業貸付事業においては、従来のＮＥＣグループ商流に留まらない幅広い顧客を対象としたファイナ

ンス案件に取り組む過程において地域金融機関との関係構築も進み、着実に実績を積み上げておりま

す。 

なお、前年同期において、金融マーケットの回復に伴うデリバティブ評価益17億43百万円を営業損益

に計上しておりますが、複合金融商品の大部分を前期に売却した結果、当第１四半期連結累計期間にお

けるデリバティブ評価益は１億29百万円となっております。 

以上により、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高588億99百万円（前年比0.9％減）、営業利

益23億５百万円（同24.6％減）、経常利益23億10百万円（同25.4％減）、四半期純利益13億14百万円

（同27.6％減）となりました。 

  

（事業の種類別セグメントの業績） 

 (1)賃貸事業 

賃貸事業の売上高は、前年同期比4.9％減の525億33百万円となったものの、資金原価の改善、リース

会計基準変更に伴う増益要因並びに貸倒引当金繰入額等の販売費及び一般管理費の減少により、営業利

益は前年同期比94.1％増の23億64百万円となりました。 

  

 (2)営業貸付事業 

営業貸付事業の売上高は、企業融資の利息収入の増加等により、前年同期比25.2％増の12億39百万円

となったものの、貸倒引当金繰入額等の販売費及び一般管理費の増加により４億78百万円の営業損失

（前第１四半期連結累計期間は営業利益１億91百万円）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

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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 (3)その他の事業 

その他の事業の売上高は、解約売上が増加したこと等により、前年同期比62.1％増の51億26百万円と

なったものの、前年同期において金融マーケットの回復に伴うデリバティブ評価益17億43百万円（当第

１四半期連結累計期間のデリバティブ評価益は１億29百万円）を計上したことにより、営業利益は前年

同期比61.2％減の７億79百万円となりました。 

  

（資産、負債、純資産等の状況に関する分析） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて350億55百万円減少し、

7,061億97百万円となりました。主な要因としては、現金及び預金が65億67百万円、リース債権及びリ

ース投資資産が223億89百万円、投資有価証券が20億69百万円減少したことによります。 

負債は、前連結会計年度末に比べて348億64百万円減少し、6,463億48百万円となりました。主な要因

としては、社債が150億円、１年内返済予定を含む長期借入金が44億42百万円増加したものの、コマー

シャル・ペーパーが600億円減少したことによります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて１億90百万円減少し、598億49百万円となりました。主な要因

としては、当第１四半期連結累計期間における13億14百万円の四半期純利益による増加及び剰余金の配

当による減少額4億73百万円並びにその他有価証券評価差額金の減少額９億73百万円によるものです。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計年度末における現金及び現金同等物は、179億69百万円となりました。各キャ

ッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

当第１四半期連結累計期間における営業活動の結果により得られた資金は310億70百万円（前年同期

は、△23億13百万円の支出）となりました。これは主に割賦債権の減少額14億３百万円、リース債権及

びリース投資資産の減少額223億89百万円があったことによります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結累計期間における投資活動の結果により得られた資金は29億19百万円（前年同期

は、26億20百万円の収入）となりました。これは主に社用資産の取得による支出△8億74百万円があっ

たものの、有価証券の償還による収入37億８百万円があったことによります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結累計期間における財務活動によって使用した資金は△405億13百万円（前年同期

は、△154億43百万円の支出）となりました。これは主に長期借入による収入93億円及び社債の発行に

よる収入150億円があったものの、コマーシャル・ペーパーの減少額△600億円及び長期借入金の返済に

よる支出△46億72百万円があったことによります。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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平成23年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成22年４月28

日発表の業績予想から変更はありません。 

  
  

 該当事項はありません。 

  

    1.簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積高の算定に関しては、前連結会計年度末の貸倒実績率等を合理的な方法に 

  より補正して貸倒見積高を算定しております。  

  

②法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限 

  定する方法によっております。 

  

③繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一 

  時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した 

  将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

    2.特有の会計処理 

    該当事項はありません。 

  

「資産除去債務に関する会計基準」 

 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、営業利益及び経常利益は１百万円、税金等調整前四半期純利益は78百万円それぞ 

 れ減少しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 17,831 24,398 

割賦債権 26,392 27,796 

リース債権及びリース投資資産 464,037 486,426 

営業貸付金 142,394 141,151 

賃貸料等未収入金 21,671 21,506 

その他 8,991 11,481 

貸倒引当金 △11,288 △9,593 

流動資産合計 670,029 703,167 

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産 7,820 8,263 

賃貸資産処分損引当金 △232 △274 

社用資産 382 404 

有形固定資産合計 7,970 8,393 

無形固定資産   

賃貸資産 342 277 

その他 4,142 3,572 

無形固定資産合計 4,485 3,849 

投資その他の資産   

投資有価証券 18,094 20,163 

その他 11,612 11,448 

貸倒引当金 △5,995 △5,770 

投資その他の資産合計 23,711 25,841 

固定資産合計 36,167 38,085 

資産合計 706,197 741,252 
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(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 961 946 

買掛金 5,254 10,929 

短期借入金 13,457 11,636 

1年内返済予定の長期借入金 89,973 83,334 

コマーシャル・ペーパー 110,000 170,000 

債権流動化に伴う支払債務 4,570 5,330 

未払法人税等 672 34 

その他 29,946 19,967 

流動負債合計 254,835 302,178 

固定負債   

社債 25,000 10,000 

長期借入金 356,991 359,187 

債権流動化に伴う長期支払債務 610 1,460 

退職給付引当金 1,450 1,491 

その他 7,460 6,895 

固定負債合計 391,512 379,034 

負債合計 646,348 681,213 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,776 3,776 

資本剰余金 4,648 4,648 

利益剰余金 51,022 50,182 

自己株式 △0 △0 

株主資本合計 59,447 58,606 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 441 1,414 

繰延ヘッジ損益 △35 20 

為替換算調整勘定 △4 △1 

評価・換算差額等合計 401 1,433 

純資産合計 59,849 60,039 

負債純資産合計 706,197 741,252 
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(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 59,405 58,899 

売上原価 51,593 51,736 

売上総利益 7,812 7,162 

販売費及び一般管理費 4,753 4,857 

営業利益 3,058 2,305 

営業外収益   

受取利息 3 14 

受取配当金 18 17 

有価証券売却益 72 － 

投資有価証券売却益 － 27 

持分法による投資利益 － 4 

その他 12 8 

営業外収益合計 106 72 

営業外費用   

支払利息 25 31 

投資有価証券売却損 － 10 

持分法による投資損失 2 － 

為替差損 － 20 

固定資産除却損 36 0 

その他 1 3 

営業外費用合計 66 66 

経常利益 3,098 2,310 

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 77 

特別損失合計 － 77 

税金等調整前四半期純利益 3,098 2,233 

法人税、住民税及び事業税 1,102 653 

法人税等調整額 180 266 

法人税等合計 1,282 919 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,314 

少数株主利益 － － 

四半期純利益 1,816 1,314 
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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 3,098 2,233 

減価償却費 933 813 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,114 1,919 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 98 △41 

賃貸資産処分損益（△は益） △82 △112 

有価証券売却損益（△は益） △72 － 

投資有価証券売却損益（△は益） － △16 

受取利息及び受取配当金 △18 △32 

資金原価及び支払利息 1,584 1,534 

為替差損益（△は益） △96 △269 

デリバティブ評価損益（△は益） △1,743 △129 

持分法による投資損益（△は益） 2 △4 

賃貸資産の取得による支出 △1,527 △485 

賃貸資産の売却による収入 824 589 

割賦債権の増減額（△は増加） 1,950 1,403 

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増
加）

10,352 22,389 

営業貸付金の増減額（△は増加） 867 △1,243 

売上債権の増減額（△は増加） △948 △164 

仕入債務の増減額（△は減少） △16,671 △5,804 

未払消費税等の増減額（△は減少） 974 1,360 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 77 

その他 △1,879 8,082 

小計 △1,238 32,099 

利息及び配当金の受取額 163 105 

利息の支払額 △1,232 △1,127 

法人税等の支払額 △6 △6 

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,313 31,070 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入 222 － 

有価証券の償還による収入 2,923 3,708 

社用資産の取得による支出 △61 △874 

投資有価証券の取得による支出 △472 △37 

投資有価証券の売却による収入 － 68 

投資有価証券の償還による収入 － 36 

その他 9 17 

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,620 2,919 
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(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) 

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） △27,770 1,942 

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 18,000 △60,000 

長期借入れによる収入 6,800 9,300 

長期借入金の返済による支出 △9,780 △4,672 

債権流動化の返済による支出 △2,220 △1,610 

社債の発行による収入 － 15,000 

配当金の支払額 △473 △473 

財務活動によるキャッシュ・フロー △15,443 △40,513 

現金及び現金同等物に係る換算差額 124 △39 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △15,011 △6,563 

現金及び現金同等物の期首残高 25,003 24,532 

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,991 17,969 
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  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） 

 該当事項はありません。 

  

 a.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は以下のとおりであります。 

     ①賃貸事業・・・・情報・事務用機器、産業・土木・建設機械等の賃貸（リース・レンタ  

              ル）業務等 

     ②営業貸付事業・・金銭の貸付、ファクタリング、割賦販売業務等 

     ③その他の事業・・物品売買、賃貸取引の満了・中途解約に伴う物件売却、保守料の回収 

              代行業務等 

  b．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。 

  

  c．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） 

     海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

 賃貸事業 営業貸付事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結

 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円) （百万円） （百万円）

売上高 55,253 989 3,162 59,405 - 59,405

営業利益 1,218 191 2,007 3,417 △358 3,058
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 セグメント情報 

  （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。 

  

  １．報告セグメントの概要 

       当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営  

   者が、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。 

    当社は官公庁・自治体や大企業から中小企業までの幅広い顧客層に対して、リースや割賦・企 

   業融資などのファイナンスサービスを提供しており、サービスの形態に応じた区分である「賃貸 

   事業」、「営業貸付事業」、「その他の事業」の３つを報告セグメントとしております。 

    「賃貸事業」は情報・事務用機器、産業・土木・建設機械等の賃貸（リース・レンタル）業務 

   等を行っております。「営業貸付事業」は、金銭の貸付、ファクタリング、割賦販売業務等を行 

   っております。「その他の事業」は、物品売買、賃貸取引の満了・中途解約に伴う物件売却、保 

   守料の回収代行業務等を行っております。 

  

  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） 

（単位：百万円）

 
 (注) セグメント利益又は損失の調整額△360百万円には、各報告セグメントに配分していない全社 

   費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費 

   のうち管理部門（総務、人事、経理等）に係る費用であります。 

  

   該当事項はありません。 

  

 
報告セグメント

調整額

（注）

四半期連結
損益計算書

計上額 
賃貸事業 営業貸付事業 その他の事業 計

売上高 52,533 1,239 5,126 58,899 - 58,899

セグメント利益又
は損失(△) 
（営業利益又は損 
 失（△））

2,364 △478 779 2,666 △360 2,305

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

ＮＥＣキャピタルソリューション㈱（8793） 平成23年3月期 第1四半期決算短信

 - 11 -



 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） 

（単位：百万円） 

 
  

 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） 

（単位：百万円） 

 
 （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賃貸事業・・・・情報・事務用機器、産業・土木・建設機械等の賃貸（リース、レンタ 

              ル）業務等 

     ②営業貸付事業・・金銭の貸付、ファクタリング、割賦販売業務等 

     ③その他の事業・・物品売買、賃貸取引の満了・中途解約に伴う物件売却、保守料の回収 

              代行業務等 

  

（単位：百万円） 

 
  

4. 補足情報

(1) 事業の種類別状況

事業区分 売上高 売上原価 差引利益 資金原価 売上総利益
販売費及び 
一般管理費

営業損益

賃貸事業 55,253 49,381 5,871 1,402 4,469 3,250 1,218
 割賦 241 0 240 101 139 530 △391

営業貸付 748 - 748 24 724 141 582

営業貸付事業 989 0 989 126 863 672 191

その他の事業 3,162 651 2,510 30 2,479 471 2,007

調整 - - - - - 358 △358

合計 59,405 50,034 9,371 1,559 7,812 4,753 3,058

事業区分 売上高 売上原価 差引利益 資金原価 売上総利益
販売費及び 
一般管理費

営業損益

賃貸事業 52,533 46,354 6,179 1,360 4,819 2,454 2,364
 割賦 203 0 202 77 125 716 △591

営業貸付 1,035 - 1,035 56 979 866 112

営業貸付事業 1,239 0 1,238 134 1,104 1,582 △478

その他の事業 5,126 3,878 1,247 8 1,239 459 779

調整 - - - - - 360 △360

合計 58,899 50,233 8,665 1,502 7,162 4,857 2,305

(2) 営業資産残高

前第１四半期 当第１四半期  （参考）

事業区分
連結会計期間末 連結会計期間末 増減 前連結会計年度末

（平成21年６月30日） （平成22年６月30日）  （平成22年３月31日）

金額 構成比 金額 構成比 金額 金額 構成比

        

賃貸事業 506,291 77.9 472,242 73.2 △34,049 492,742 73.5

        

営業貸付事業 143,802 22.1 173,273 26.8 29,470 177,223 26.5

        

合計 650,094 100.0 645,515 100.0 △4,578 669,965 100.0
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