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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 64,642 △5.0 4,204 49.0 4,207 50.1 2,219 38.7
22年 3月期第1四半期 68,079 △10.5 2,822 △30.7 2,802 △35.3 1,600 △16.1

 

 
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 32 － 
22年 3月期第1四半期 44 21 － 

 
（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 989,728 64,200 6.3 1,733 24
22年 3月期 1,017,099 63,342 6.1 1,709 86

(参考)自己資本   23年3月期第1四半期 62,741百万円   22年3月期 61,894百万円 

 
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 － 20 00 － 24 00 44 00
23年 3月期 －  

23年 3月期(予想)  22 00 － 22 00 44 00

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

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

 
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) 125,000 △6.9 6,500 14.1 7,000 12.1 4,000 5.5 110 50
通期 255,000 △3.3 12,000 6.6 13,000 7.2 7,500 6.8 207 19

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

 

 



 

 

４．その他 （詳細は、【添付資料】P.３「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 ： 有 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年 3月期1Q 36,849,000株 22年3月期 36,849,000株

② 期末自己株式数 23年3月期1Q 650,310株 22年3月期 650,253株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年 3月期1Q 36,198,712株 22年3月期1Q 36,198,782株

 
（※ 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が終了して
おります。 
 
（※ 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５月７日（平成22年３月期 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。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

平成22年度第１四半期のわが国経済は、海外経済の改善を背景に輸出や生産が増加基調を持続し緩やかながら

回復の兆しを見せ始めましたが、雇用情勢は失業率が高水準で推移するなど依然として厳しい状況が続きました。

また、企業収益の改善により設備投資を取り巻く環境は持ち直しが期待されるものの、いまだ設備・雇用の過剰感

が残ることから企業の設備資金需要は後退しており、リース業界全体の取扱高は前年同期を下回る結果となりまし

た。 

  

このような状況のなか、当第１四半期連結会計期間のリース、割賦、貸付及びその他の契約実行高の合計は

81,106百万円となりました。 

リース及び割賦につきましては、依然として民間設備投資の低迷が続くなか、大企業向けを中心に幅広いファイ

ナンスニーズを捕捉することにより、リースの契約実行高は前年同期（平成21年６月期）比7.3％増加の44,819百

万円となり、割賦の契約実行高は同29.6％減少の8,148百万円となったものの、物融（リース及び割賦）全体では

横這いを維持しました。金融分野につきましては、貸付の契約実行高は前年同期比10.4％減少の22,211百万円、そ

の他の契約実行高は、5,926百万円となりました。 

  

以上の結果、当第１四半期連結会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、貸付及びその他の営業資産残高の合計は917,034百万円となりました。 

セグメント別では、リースの営業資産残高は前連結会計年度末（平成22年３月期）比1.4％減少して545,947百万

円、割賦の営業資産残高（割賦未実現利益控除後）は同3.8％減少の103,445百万円、貸付の営業資産残高は同

4.5％減少して226,799百万円、その他の営業資産残高は、40,842百万円となりました。 

損益面では、売上高は64,642百万円と前年同期比5.0％の減収となりました。営業利益は、営業資産の減少のな

か、高収益資産の積上げによる運用利回りの向上と資金コスト及び信用コストの低減等により前年同期比49.0％増

加の4,204百万円、経常利益は同50.1％増加の4,207百万円、四半期純利益は同38.7％増加して2,219百万円となり

ました。 

また、純資産合計は利益の蓄積等により引き続き増加して64,200百万円、自己資本比率は6.3％となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。（売上高は外部顧客への売上高を記載しております。） 

〔賃貸〕 

 賃貸の売上高は前年同期（平成21年６月期）比7.0％減少して59,104百万円となりましたが、営業利益は運用 

利回りの改善や資金コスト及び信用コストの低減等により同18.9％増加して4,272百万円となりました。 

〔割賦〕 

 割賦の売上高は前年同期比33.3％増加して3,573百万円となり、資金コスト及び信用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161百万円となりました。 

〔貸付〕 

 貸付の売上高は前年同期比8.1％減少して1,487百万円となりましたが、営業利益は資金コスト及び信用コスト

の低減等により同103.0％増加して471百万円となりました。 

〔その他〕 

 その他の売上高は476百万円となり、営業利益は202百万円となりました。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

営業活動によるキャッシュ・フローは、営業貸付債権、リース債権及びリース投資資産の減少等により13,711百

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、402百万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13,987

百万円の収入に対し、間接調達では36,162百万円の支出となり、財務活動全体では23,061百万円の支出となりまし

た。 

以上の結果、当第１四半期連結会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22年

３月期）比9,756百万円減少し、6,991百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間の実績は、予想に対し順調に進捗しておりますが、当社グループを取り巻く事業環境

は依然として厳しい状況が続き先行きの不透明感も強いことから、平成23年３月期の第２四半期連結累計期間及び

通期連結業績予想につきましては、平成22年５月７日付の公表から変更ございません。 

  

（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 

 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、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用しております。  

  ②特有の会計処理 

  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 

 ①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、営業利益及び経常利益はそれぞれ３百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は106百万円減 

  少しております。 

    ②営業投資有価証券 

   営業目的の収益を得るために所有する有価証券については、取引の増加により金額的重要性が高まり、今 

    後もその傾向が継続すると見込まれることから、取引の実態をより適切に反映させるため、当第１四半期連 

  結会計期間より営業取引として会計処理する方法に変更しております。 

   これにより、当第１四半期連結会計期間の売上高は216百万円、営業利益は151百万円それぞれ増加してお 

  り、営業外収益が216百万円、営業外費用が65百万円それぞれ減少しております。また、前連結会計年度末 

  において「有価証券」に含めていた「営業投資有価証券」は3,686百万円、「投資有価証券」に含めていた 

  「営業投資有価証券」は33,092百万円であります。 

   四半期連結キャッシュ・フロー計算書については、従来、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の区分 

  に計上されていた有価証券及び投資有価証券のうち、営業投資有価証券の取得による支出、売却及び償還に 

  よる収入は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に計上する方法に変更しております。この結果、

  「営業活動によるキャッシュ・フロー」は4,062百万円減少し、「投資活動によるキャッシュ・フロー」は 

  同額増加しております。 

  

  

２．その他の情報
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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 8,634 18,476

受取手形及び売掛金 27 34

割賦債権 104,832 108,900

リース債権及びリース投資資産 514,584 522,302

営業貸付金 194,872 189,930

その他の営業貸付債権 30,431 46,987

営業投資有価証券 40,842 －

その他の営業資産 1,496 496

賃貸料等未収入金 1,954 2,706

有価証券 346 4,037

繰延税金資産 1,388 1,642

その他の流動資産 16,080 13,230

貸倒引当金 △3,821 △3,889

流動資産合計 911,667 904,855

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産   

賃貸資産 31,041 30,895

賃貸資産合計 31,041 30,895

社用資産   

社用資産 2,983 2,977

社用資産合計 2,983 2,977

有形固定資産合計 34,024 33,873

無形固定資産   

賃貸資産   

賃貸資産 322 343

賃貸資産合計 322 343

その他の無形固定資産   

のれん 156 162

ソフトウエア 2,433 2,494

その他 113 67

その他の無形固定資産合計 2,702 2,724

無形固定資産合計 3,025 3,067

投資その他の資産   

投資有価証券 21,079 54,946

破産更生債権等 13,030 14,082

繰延税金資産 4,311 3,473

その他の投資 3,372 3,547

貸倒引当金 △783 △746

投資その他の資産合計 41,010 75,303

固定資産合計 78,060 112,244

資産合計 989,728 1,017,099
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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   

支払手形及び買掛金 29,729 33,751

短期借入金 80,075 92,634

1年内返済予定の長期借入金 189,917 186,416

コマーシャル・ペーパー 318,000 302,700

債権流動化に伴う支払債務 43,892 42,981

リース債務 19,988 21,590

未払法人税等 1,793 3,304

割賦未実現利益 1,386 1,412

賞与引当金 16 288

役員賞与引当金 － 30

債務保証損失引当金 516 524

その他の流動負債 16,572 15,987

流動負債合計 701,889 701,621

固定負債   

長期借入金 207,252 234,379

債権流動化に伴う長期支払債務 7,296 9,520

退職給付引当金 434 635

役員退職慰労引当金 149 144

受取保証金 6,697 5,628

その他の固定負債 1,808 1,828

固定負債合計 223,638 252,135

負債合計 925,527 953,757

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 42,339 40,989

自己株式 △1,079 △1,078

株主資本合計 62,701 61,350

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,038 1,502

繰延ヘッジ損益 △134 △100

為替換算調整勘定 △864 △857

評価・換算差額等合計 39 543

少数株主持分 1,459 1,447

純資産合計 64,200 63,342

負債純資産合計 989,728 1,017,099
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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 68,079 64,642

売上原価 60,776 56,501

売上総利益 7,303 8,140

販売費及び一般管理費 4,480 3,936

営業利益 2,822 4,204

営業外収益   

受取利息 171 0

受取配当金 43 33

持分法による投資利益 － 63

投資収益 60 4

その他 56 32

営業外収益合計 332 135

営業外費用   

支払利息 287 108

持分法による投資損失 50 －

その他 14 23

営業外費用合計 352 131

経常利益 2,802 4,207

特別利益   

償却債権取立益 0 －

特別利益合計 0 －

特別損失   

投資有価証券売却損 2 －

投資有価証券評価損 12 154

退職給付制度改定損 74 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 102

特別損失合計 89 257

税金等調整前四半期純利益 2,713 3,950

法人税、住民税及び事業税 464 1,942

法人税等調整額 613 △239

法人税等合計 1,078 1,702

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,247

少数株主利益 34 27

四半期純利益 1,600 2,219
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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 2,713 3,950

賃貸資産減価償却費 1,859 1,611

社用資産減価償却費及び除却損 271 263

持分法による投資損益（△は益） 50 △63

投資損益（△は益） △60 △4

貸倒引当金の増減額（△は減少） 179 △30

賞与引当金の増減額（△は減少） △295 △271

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25 △30

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,120 △200

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5 4

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △296 △7

受取利息及び受取配当金 △215 △34

資金原価及び支払利息 2,466 1,654

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） 2 －

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 12 154

退職給付制度改定損 74 －

売上債権の増減額（△は増加） △19 7

割賦債権の増減額（△は増加） 2,522 4,042

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増
加）

13,058 4,490

営業貸付債権の増減額（△は増加） △13 12,037

営業投資有価証券の増減額（△は増加） － △4,062

賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） 511 752

賃貸資産の取得による支出 △1,750 △2,009

賃貸資産の売却による収入 1,671 1,707

仕入債務の増減額（△は減少） △4,725 △4,024

その他 △2,078 △986

小計 14,788 18,951

利息及び配当金の受取額 140 115

利息の支払額 △2,703 △1,864

法人税等の支払額 △1,483 △3,490

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,742 13,711

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 △177 △260

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △4,293 －

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

1,069 0

その他 △462 △142

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,864 △402
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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） △29,659 △12,479

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 35,500 15,300

長期借入れによる収入 25,765 18,900

長期借入金の返済による支出 △48,150 △42,582

債権流動化による収入 32,800 76,000

債権流動化の返済による支出 △34,003 △77,312

配当金の支払額 △723 △868

その他 △15 △17

財務活動によるキャッシュ・フロー △18,487 △23,061

現金及び現金同等物に係る換算差額 45 △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,563 △9,756

現金及び現金同等物の期首残高 26,919 16,748

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,355 6,991
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 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 

  

【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。 

  

【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、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。 

  

（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 
（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     63,530       2,681       1,617       250     68,079       －     68,079

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
      26       0       49       24       100 (100)       －

計     63,556       2,681       1,667       274     68,180 (100)    68,079

営業利益又は営業損失（△）       3,593       △193       232       68       3,700 (878)       2,822
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【セグメント情報】  

     １．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループ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、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。 

 当社グループは大企業から中小企業までの幅広い顧客層に対して、リースや割賦販売、企業金融などの総

合金融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」、「割賦」、「貸付」及び

「その他」を報告セグメントとしております。 

 「賃貸」セグメントは、産業工作機械、建設土木機械、情報関連機器等の賃貸（リース・レンタル）業務

（賃貸取引の満了・中途解約に伴う物件販売等を含む）を行っております。「割賦」セグメントは、機械設

備等の割賦販売業務を行っております。「貸付」セグメントは、企業金融、船舶ファイナンス、ファクタリ

ング業務等を行っております。「その他」セグメントは、営業目的の収益を得るために所有する有価証券の

運用業務や保証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）１．セグメント利益の調整額△904百万円には、セグメント間取引消去△14百万円及び各報告セグメ 

   ントに配分していない全社費用△889百万円が含まれております。 

 ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

    ３．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。  

  

  賃貸 割賦 貸付 その他
調整額 
（注１） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注２）

売上高                                    

    外部顧客への売上高       59,104      3,573       1,487      476       －       64,642

    セグメント間の内部売上高

又は振替高 
     16      0       47       15  △79       －

計      59,120     3,573      1,535       492  △79       64,642

セグメント利益      4,272       161       471      202  △904       4,204

（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１四半期連結会計期間における契約実行高の実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）賃貸セグメントについては、第１四半期連結会計期間に取得した賃貸用資産の取得金額、割賦セグメ 

   ントについては、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 

 営業資産残高をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）割賦セグメントについては、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。 

  

４．補足情報

セグメントの名称 

前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 

契約実行高
（百万円） 

構成比（％）
契約実行高 
（百万円） 

構成比（％）

  
  
賃 貸 

 ファイナンス・リース  40,022  51.2  42,810 52.8

オペレーティング・リース  1,750  2.3  2,009 2.5

   41,772  53.5  44,819 55.3

割 賦  11,570  14.8  8,148 10.0

貸 付  24,797  31.7  22,211 27.4

その他  －  －  5,926  7.3

合計  78,140  100.0  81,106  100.0

セグメントの名称 

当第１四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 

 ファイナンス・リース 514,584 56.1  522,302  58.1

オペレーティング・リース 31,363 3.4  31,238  3.5

  545,947 59.5  553,541  61.6

割 賦 103,445 11.3  107,487  12.0

貸 付 226,799 24.7  237,414  26.4

その他  40,842  4.5  －  －

合計 917,034  100.0  898,443  100.0
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