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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 181,119 △7.1 10,603 34.6 11,862 33.0 5,610 19.3

22年３月期第１四半期 194,939 194.7 7,875 191.8 8,918 181.2 4,700 110.7

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 52 62 －
22年３月期第１四半期 44 09 －

 (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 2,077,896 161,661 7.4 1,442 83

22年３月期 2,132,892 158,115 7.1 1,410 61

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 153,825百万円 22年３月期 150,390百万円

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 － 14 00 － 18 00 32 00

23年３月期 －

23年３月期(予想) 16 00 － 16 00 32 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) 345,000 △9.2 15,700 19.0 17,000 13.5 9,700 20.7 90 98

通  期 690,000 △9.1 31,500 4.0 34,000 1.8 19,500 △23.7 182 90



 

 
(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すが、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
おります。 

・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。 

4. その他（詳細は【添付資料】Ｐ.５「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

  新規 － 社 、  除外 － 社

（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

（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。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 106,624,620株 22年３月期 106,624,620株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 10,807株 22年３月期 10,181株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 106,614,118株 22年３月期１Ｑ 106,620,031株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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※ 当社では、個人投資家向けの皆様向けに適宜、事業・業績に関する説明会を開催し

ております。開催の予定等については、当社ホームページをご確認ください。 

（添付資料の目次）
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境に依然厳しさが残るものの、海外経済の持ち

直しを背景に企業収益が改善に向かうなど、緩やかな景気回復が続きました。一方、欧州諸国の財政危機を契機と

する世界的な株安や、円高の進行により景気の先行きには不透明な状況が続いております。  

このような状況下、当社グループにおきましては、新たに中期３ヵ年経営計画をスタートさせ、システム統合の

実施、首都圏エリア営業部門の再編、株式会社ＩＨＩファイナンスサポートの株式取得（同社発行済株式総数の

66.5％）を行うなど、経営効率化および営業基盤の強化を一層進めてまいりました。  

事業の成果としましては、当第１四半期連結会計期間の契約実行高は前年同期に比べて3.5％増の1,394億43百万

円、営業資産残高は前連結会計年度末に比べて2.7％減の１兆8,857億30百万円となりました。 

損益面については、売上高は前年同期に比べて7.1％減の1,811億19百万円となりました。また、売上総利益は同

11.2％増の182億42百万円、営業利益は同34.6％増の106億３百万円、経常利益は同33.0％増の118億62百万円、四半

期純利益は19.3％増の56億10百万円となりました。 

  

 
  

(セグメント別業績の概況) 

セグメントの業績は次のとおりであります。(営業利益は配賦不能営業費用控除前の営業利益を記載しておりま

す。） 

① 賃貸・割賦事業 

賃貸取引では、契約実行高は979億48百万円、営業資産残高は１兆3,796億11百万円となりました。また、売上

高は1,524億17百万円となりました。  

割賦取引では、契約実行高は170億69百万円、営業資産残高は1,928億92百万円となりました。また、売上高は

240億90百万円となりました。  

その結果、賃貸・割賦事業では、契約実行高は1,150億17百万円、営業資産残高は１兆5,725億４百万円となり

ました。また、売上高は1,765億８百万円、営業利益は115億50百万円となりました。 

②  ファイナンス事業 

ファイナンス事業では、契約実行高は244億26百万円、営業資産残高は3,132億26百万円となりました。また、

売上高は30億３百万円、営業利益は８億55百万円となりました。  

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

前第１四半期 
連結会計期間 
(百万円)

当第１四半期
連結会計期間 
(百万円)

増減

金額(百万円) 増減率(％)

売上高 194,939 181,119 △13,820 △7.1

営業利益 7,875 10,603 2,727 34.6

経常利益 8,918 11,862 2,944 33.0

四半期純利益 4,700 5,610 909 19.3

2

東京ｾﾝﾁｭﾘｰﾘｰｽ㈱ （8439）  平成23年３月期　第１四半期決算短信



（資産、負債及び純資産の状況） 

①  総資産 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて549億95百万円（2.6％）減少し２兆778

億96百万円となりました。主な要因は、営業資産が減少したことであります。 

1)営業資産 

・新規契約実行高 

当第１四半期連結会計期間の新規契約実行高は、前年同四半期に比べて47億１百万円（3.5％）増加し、

1,394億43百万円となりました。 

セグメント別内訳は、賃貸・割賦事業が1,150億17百万円、ファイナンス事業は244億26百万円となりまし

た。 

・営業資産残高 

当第１四半期連結会計期間末の営業資産残高は、前連結会計年度末に比べて522億25百万円（2.7％）減少

し、１兆8,857億30百万円となりました。 

セグメント別内訳は、賃貸・割賦事業が1兆5,725億４百万円、ファイナンス事業は3,132億26百万円となり

ました。 

② 負債 

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べて585億41百万円（3.0％）減少し１兆9,162

億34百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金並びに有利子負債が減少したことであります。 

1)有利子負債 

有利子負債は、前連結会計年度末に比べて223億85百万円（1.3％）減少し１兆7,273億90百万円となりまし

た。 

有利子負債の内訳でみると、短期調達においては、主にコマーシャル・ペーパーが434億円（8.2％）増加し

5,729億円となったことから、前連結会計年度末に比べて448億65百万円（6.0％）増加し7,927億81百万円となり

ました。長期調達においては、主に長期借入金が532億64百万円（5.8％）減少し8,584億65百万円となったこと

から、前連結会計年度末に比べて672億50百万円（6.7％）減少し9,346億９百万円となりました。 

③ 純資産 

純資産は前連結会計年度末に比べて35億45百万円（2.2％）増加し1,616億61百万円となりました。主な要因

は、利益剰余金が37億円（3.3％）増加したことであります。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末と比

べて0.3ポイント上昇し7.4％となりました。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況） 

 （単位：百万円）   

 
  

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動では、247億80百万円の収入（前第１四半期連結会計期間は299億95百万円の収入）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334億２百万円、営業貸付債権の減少額が141億15百万円に対

し、仕入債務の減少額が373億33百万円となったことが主因であります。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動では、社用資産の取得による30億21百万円の支出等により、24億73百万円の支出（前第１四半期連結

会計期間は４億58百万円の支出）となりました。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動では、コマーシャル・ペーパーの増加額434億円に対し、長期借入金の返済621億28百万円及び債権流

動化の返済139億86百万円等により、239億36百万円の支出（前第１四半期連結会計期間は1,549億48百万円の支

出）となりました。 

これらにより、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は、493億８百万円（前第１四半期

連結会計期間末は465億２百万円）となりました。 

平成22年５月10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。 

 前第１四半期 

連結会計期間

当第１四半期 

連結会計期間
増減額

営業活動キャッシュ・フロー 29,995 24,780 △5,214

投資活動キャッシュ・フロー △458 △2,473 △2,014

財務活動キャッシュ・フロー △154,948 △23,936 131,011

現金・現金同等物四半期末残高 46,502 49,308 2,806

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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１．簡便な会計処理 

① 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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場合には、前連結会計年度決算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。 

ただし、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合に

は、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を

加味したものを利用する方法によっております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

① 税金費用の計算  

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

１．会計処理基準に関する事項の変更  

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６百万円、税金等調整前四半期純利益は198百万円、それぞれ減少して

おります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は836百万円であります。 

② 企業結合に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号  平成20年12月26日)、

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)、「『研究開発費等に係る会計基

準』の一部改正」(企業会計基準第23号  平成20年12月26日)、「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準

第7号  平成20年12月26日)、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号  平成20年12月26日公表分)及び

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号  平成20年12月

26日)を適用しております。 

２．表示方法の変更 

① 四半期連結損益計算書 

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

前第１四半期連結累計期間において、特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「投資有価証券売却

益」（前第１四半期連結累計期間は０百万円）は、特別利益の総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連

結累計期間では区分掲記しております。 

２. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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 47,063 31,632

割賦債権 205,870 214,459

リース債権及びリース投資資産 1,257,643 1,288,872

営業貸付債権 242,684 256,693

営業投資有価証券 64,110 63,981

その他の営業資産 1,502 1,452

賃貸料等未収入金 14,072 17,742

有価証券 3,000 20,000

商品及び製品 953 961

繰延税金資産 5,204 4,223

その他の流動資産 41,269 42,069

貸倒引当金 △7,535 △9,993

流動資産合計 1,875,838 1,932,095

固定資産

有形固定資産

賃貸資産 122,395 121,658

社用資産 3,315 3,228

有形固定資産合計 125,710 124,886

無形固定資産

賃貸資産 325 331

その他の無形固定資産 6,380 4,007

無形固定資産合計 6,706 4,339

投資その他の資産

投資有価証券 41,839 43,270

破産更生債権等 11,533 11,069

繰延税金資産 7,565 7,871

その他の投資 12,899 13,582

貸倒引当金 △4,196 △4,223

投資その他の資産合計 69,641 71,571

固定資産合計 202,058 200,796

資産合計 2,077,896 2,132,892
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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 58,369 95,690

短期借入金 207,881 206,416

1年内償還予定の社債 500 500

1年内返済予定の長期借入金 341,472 336,745

コマーシャル・ペーパー 572,900 529,500

債権流動化に伴う支払債務 12,000 12,000

1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払
債務

42,267 44,963

未払法人税等 4,159 2,150

繰延税金負債 294 －

割賦未実現利益 12,977 13,920

賞与引当金 815 1,546

役員賞与引当金 24 64

その他の流動負債 46,701 49,376

流動負債合計 1,300,364 1,292,873

固定負債

長期借入金 516,992 574,984

債権流動化に伴う長期支払債務 33,376 44,666

繰延税金負債 3,479 3,258

退職給付引当金 917 980

役員退職慰労引当金 54 50

メンテナンス引当金 135 162

負ののれん 1,205 1,303

その他の固定負債 59,707 56,495

固定負債合計 615,870 681,903

負債合計 1,916,234 1,974,776

純資産の部

株主資本

資本金 34,231 34,231

資本剰余金 5,537 5,537

利益剰余金 114,993 111,292

自己株式 △9 △8

株主資本合計 154,752 151,052

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 988 1,796

繰延ヘッジ損益 1,711 1,291

為替換算調整勘定 △3,626 △3,749

評価・換算差額等合計 △926 △661

少数株主持分 7,836 7,725

純資産合計 161,661 158,115

負債純資産合計 2,077,896 2,132,892
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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 194,939 181,119

売上原価 178,528 162,877

売上総利益 16,411 18,242

販売費及び一般管理費 8,535 7,639

営業利益 7,875 10,603

営業外収益

受取利息 48 32

受取配当金 261 324

持分法による投資利益 273 531

為替差益 678 261

その他の営業外収益 376 352

営業外収益合計 1,638 1,502

営業外費用

支払利息 458 146

その他の営業外費用 136 96

営業外費用合計 595 242

経常利益 8,918 11,862

特別利益

投資有価証券売却益 － 70

貸倒引当金戻入額 34 －

その他 1 3

特別利益合計 36 73

特別損失

投資有価証券評価損 221 1,106

合併関連費用 281 97

その他 48 218

特別損失合計 550 1,422

税金等調整前四半期純利益 8,404 10,514

法人税等 3,554 4,750

少数株主損益調整前四半期純利益 － 5,763

少数株主利益 149 152

四半期純利益 4,700 5,610
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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 8,404 10,514

賃貸資産減価償却費 6,119 6,527

賃貸資産除却損 9,304 615

社用資産減価償却費及び除却損 476 650

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 221 1,106

為替差損益（△は益） △689 △261

貸倒引当金の増減額（△は減少） 700 △2,479

賞与引当金の増減額（△は減少） △740 △730

退職給付引当金の増減額（△は減少） △75 △62

受取利息及び受取配当金 △309 △357

資金原価及び支払利息 6,345 4,235

持分法による投資損益（△は益） △273 △531

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △0 △68

割賦債権の増減額（△は増加） 19,854 7,843

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は
増加）

38,213 33,402

営業貸付債権の増減額（△は増加） 7,808 14,115

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △444 △121

賃貸資産の取得による支出 △6,040 △4,792

破産更生債権等の増減額（△は増加） △610 △470

仕入債務の増減額（△は減少） △53,304 △37,333

その他 1,288 △1,531

小計 36,248 30,271

利息及び配当金の受取額 518 624

利息の支払額 △5,232 △3,838

法人税等の支払額 △1,539 △2,276

営業活動によるキャッシュ・フロー 29,995 24,780

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 △339 △3,021

投資有価証券の取得による支出 △2 △2

投資有価証券の売却及び償還による収入 70 159

子会社株式の取得による支出 △770 △0

貸付金の回収による収入 0 0

その他 582 391

投資活動によるキャッシュ・フロー △458 △2,473
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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） △40,702 1,158

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減
少）

△70,400 43,400

長期借入れによる収入 24,182 9,585

長期借入金の返済による支出 △56,505 △62,128

債権流動化による収入 9,279 －

債権流動化の返済による支出 △20,308 △13,986

配当金の支払額 △729 △1,919

自己株式の売却による収入 0 －

自己株式の取得による支出 △4 △0

その他 238 △46

財務活動によるキャッシュ・フロー △154,948 △23,936

現金及び現金同等物に係る換算差額 233 △9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △125,178 △1,638

現金及び現金同等物の期首残高 67,387 50,947

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 71,132 －

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 33,161 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 46,502 49,308
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該当事項はありません。       

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、主たる営業取引の種類により区分しております。 

２. 各事業の主な品目は次のとおりであります。 

(1) 賃貸事業………情報関連機器・事務用機器、産業工作機械、土木建設機械、輸送用機器、医療機器、商

業・サービス業用機械設備等の賃貸業務(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…商業設備、生産設備、輸送用機器等の割賦販売業務 

(3) 営業貸付事業…金銭の貸付業務等 

(4) その他の事業…営業目的の有価証券及び匿名組合等への出資等の投資業務、建物転貸取引業務、手数料取

引業務等 

３. 第１四半期連結会計期間における東京リース株式会社との合併等により、セグメント資産が前連結会計年度

末に比べて賃貸事業は967,781百万円、割賦販売事業は171,773百万円、営業貸付事業は171,276百万円、そ

の他の事業は62,638百万円それぞれ増加しております。 

４. 会計処理方法の変更 

(営業投資有価証券) 

「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」に記載のとおり、金融収益を得るた

めに所有する有価証券等について、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、従来の方法によった場合に比べて、その他の事業の売上高は163百万円、営業利益は139百万

円それぞれ増加しております。 

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。 

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) セグメント情報等

【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)

営業貸付
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

162,700 28,239 1,994 2,005 194,939 ― 194,939

(2) セグメント間の
    内部売上高又は振替高

― 0 ― 114 114 (114) ―

計 162,700 28,239 1,994 2,120 195,054 (114) 194,939

営業費用 153,338 28,111 2,298 1,550 185,299 1,764 187,064

営業利益又は営業損失（△） 9,361 127 △304 570 9,754 (1,879) 7,875

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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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、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、主として賃貸事業、割賦販売事業を営んでおります。また、これらに付随する金融サービス業を営んでい

ることから、「賃貸・割賦事業」及び「ファイナンス事業」を報告セグメントとしております。 

「賃貸・割賦事業」は、情報・事務用機器、産業工作機械、商業サービス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）及び割賦販売業務を行っております。「ファイナンス事業」は、金銭の貸付業

務、営業投資目的の有価証券及び匿名組合等への出資等の投資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）「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、売買取引及び手数料取引等でありま

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） 

（単位：百万円）

 
(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。       

【セグメント情報】

 
報告セグメント

その他 
（注）

合計 
賃貸・割賦事業 ファイナンス

事業
計

売上高      
外部顧客への売上高 176,508 3,003 179,511 1,607 181,119

セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

－ － － 196 196

計 176,508 3,003 179,511 1,803 181,315

セグメント利益 11,550 855 12,406 345 12,751

利益 金額

報告セグメント計 12,406

「その他」の区分の利益 345

セグメント間取引消去 △196

全社費用（注） △1,952

四半期連結損益計算書の営業利益 10,603

(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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  平成23年３月期（連結） 

 
  

平成22年３月期（連結） 

４. 補足情報

(1) 最近における四半期毎の業績の推移

 
第１四半期

22年４月～22年６月

 百万円

売上高 181,119

売上総利益 18,242

営業利益 10,603

経常利益 11,862

税金等調整前四半期純利益 10,514

四半期純利益 5,610

 円 銭

１株当たり四半期純利益 52  62

 百万円

総資産 2,077,896

純資産 161,661

 円 銭

１株当たり純資産     1,442  83

 
第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

21年４月～21年６月 21年７月～21年９月 21年10月～21年12月 22年１月～22年３月

 百万円 百万円 百万円 百万円

売上高 194,939 184,898 187,435 191,400

売上総利益 16,411 14,288 16,621 17,783

営業利益 7,875 5,317 8,812 8,289

経常利益 8,918 6,064 9,807 8,623

税金等調整前四半期純利益 8,404 5,710 9,538 9,510

四半期純利益 4,700 3,338 5,584 11,918

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１株当たり四半期純利益 44 09 31 31 52 38 111 79

 百万円 百万円 百万円 百万円

総資産 2,223,738 2,206,974 2,114,589 2,132,892

純資産 139,401 142,991 144,891 158,115

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１株当たり純資産 1,237 85 1,270 38 1,287 56 1,410 61
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                              （単位：百万円）

 
(注）割賦取引については、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

セグメントの名称

当第１四半期連結会計期間末
 

（平成22年６月30日）

金額 構成比(％)

賃貸・割賦事業

ファイナンス・リース 1,257,643 66.7

オペレーティング・リース 121,967 6.5

賃貸取引計 1,379,611 73.2

割賦取引 192,892 10.2

賃貸・割賦事業計 1,572,504 83.4

ファイナンス事業 313,226 16.6

合計 1,885,730 100.0
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