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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 115,017 0.6 7,800 48.8 7,750 51.3 4,440 46.8
22年3月期第2四半期 114,319 △2.1 5,241 △6.5 5,122 △8.6 3,024 △16.7

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2四半期 142.24 ―

22年3月期第2四半期 96.87 ―

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2四半期 621,368 99,820 16.0 3,190.96
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2四半期  99,613百万円 22年3月期  95,842百万円

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  
 

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 ― 19.00

23年3月期 
（予想）

― 19.00 38.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 228,000 △0.2 14,500 26.0 14,300 26.1 8,110 21.9 259.79



(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 

（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） 

※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9月30日に公表いたしました連結業績予想から修正を行っておりません。 
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。  

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。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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2Q 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2Q  25,924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2Q 31,217,328株 22年3月期2Q 31,217,485株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

（第２四半期連結累計期間の連結経営成績） 

  

 当第２四半期連結累計期間の国内経済は、政府の経済対策効果や中国等新興国への輸出増加により回復基調にあ

りましたが、世界経済の減速懸念や急激な円高等先行きに対する不透明感から企業の設備投資は厳しい状況が続い

ています。 

  このような経営環境の中、当社グループは、有力ベンダーとの関係強化や優良ユーザーへの提案営業強化に注力

しました。その結果、取扱高は前年同期比41億円増加の1,263億円となりました。売上高は前年同期とほぼ同水準

の1,150億円となりました。慎重な審査体制を継続したことや政府による金融支援効果により貸倒費用が大幅に抑

制され、また資金調達費用の低減により、営業利益は前年同期比25億円増加の78億円となりました。四半期純利益

は前年同期比14億円増加の44億円となりました。 

  

  

【リース・割賦】 

設備投資需要が本格回復していない中、当社の基盤であるベンダーとの関係強化と優良ユーザーへの接点営業

により、リース・割賦事業の取扱高は1,193億円となり前年同期比4.6％伸長しました。その結果、営業資産残高は

前期末比６億円の減少にとどまり、4,738億円となりました。 

リース・割賦事業の売上高は1,122億円と前年同期と同水準を維持しました。貸倒費用が大幅に抑制され、また

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24億円増加し71億円となりました。 

  

【金融サービス】 

金融サービス事業の取扱高は前年同期比減少したものの、住宅関連融資やドクター向け開業支援融資の資産残

高が増加し、営業資産残高は712億円と前期末比25億円増加しました。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ました。金利低下等により営業貸付における利息収入は伸び

悩み、セグメント利益は前年同期と同水準の９億円となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

  前第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年９月30日）

増 減 

  金額 伸率(%) 

売上高（百万円）  114,319  115,017  698  0.6

営業利益（百万円）  5,241  7,800  2,558  48.8

経常利益（百万円）  5,122  7,750  2,627  51.3

四半期純利益（百万円）  3,024  4,440  1,416  46.8

１株当たり四半期純利益 96円87銭 142円24銭 45円37銭  

（取扱高） 

リース・割賦事業（百万円）  114,127  119,398  5,270  4.6

金融サービス事業（百万円）  8,111  6,970  △1,140  △14.1

取扱高合計（百万円）  122,238  126,369  4,130  3.4

  

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

累計 

当四半期

累計 
増減 

前四半期

累計 

当四半期

累計 
増減 前期末 

当四半期

末 
増減 

リース・割賦  111,845  112,287  441  4,753  7,187  2,434  474,487  473,843  △644

金融サービス  2,077  2,249  171  905  935  29  68,768  71,274  2,505

報告セグメント計  113,923  114,537  613  5,659  8,122  2,463  543,255  545,117  1,861



（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、その他事業の営業資産を含めて記載しております。 

  

【総資産】 

その他事業の営業資産残高が36億円減少したことにより、営業資産残高合計で17億円減少しました。当第２四

半期連結会計期間末の総資産は、前期末比0.5％減少し6,213億円となりました。 

  

【純資産】 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、四半期純利益による44億円の増加と、剰余金の配当６億円による減

少で、前期末比38億円増加し998億円となりました。自己資本比率は前期末の15.3%から0.7ポイント上昇し、16.0%

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、前第２四半期連結累計期間が146億円の収入に対して、当第２四半期連

結累計期間は124億円の収入となり21億円の減少となりました。この収入の減少は、リース債権及びリース投資資

産のキャッシュ・フローが前第２四半期連結累計期間において70億円の純減少（収入）に対し、当第２四半期連結

累計期間では49億円の純減少（収入）となり減少幅が21億円縮小(収入が減少）したことなどが主な要因でありま

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、前第２四半期連結累計期間に比べて26百万円増加し、156百万円の支出

となりました。これは主に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、前第２四半期連結累計期間319億円の支出から当第２四半期連結累計期

間124億円の支出となりました。前第２四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２四半期連結累計期間は、社債の発行による収入199億円、借入返済による純

支出227億円、コマーシャル・ペーパーの償還による支出90億円、期末配当金の支払額６億円を要因として124億円

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２四半期連結会計期間末

 （平成22年9月30日） 

増 減 

金額 伸率(%) 

 総資産（百万円）  624,530  621,368  △3,161  △0.5

 *営業資産（百万円）  548,923  547,181  △1,742  △0.3

 その他（百万円）  75,606  74,187  △1,419  △1.9

 純資産（百万円）  96,017  99,820  3,802  4.0

 自己資本比率（％）  15.3  16.0 ＋0.7 

  

前第２四半期 

連結累計期間 

  (自 平成21年4月 1日 

  至 平成21年9月30日)  

当第２四半期 

連結累計期間 

  (自 平成22年4月 1日 

  至 平成22年9月30日)  

増減 

 営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円）  14,660  12,487  △2,172

 投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円）  △130  △156  △26

 財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円）  △31,924  △12,407  19,517

 現金及び現金同等物四半期末残高（百万円）  493  413  △79



（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年９月30日に公表いたしました業績予想から修正を行っておりません。 

   

（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 

 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 

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４百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が64百万円減少し

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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 413 489

受取手形及び売掛金 20 31

割賦債権 44,271 39,845

リース債権及びリース投資資産 425,234 430,187

営業貸付金 73,338 74,436

その他の営業貸付債権 16,901 15,128

その他の営業資産 4,864 5,675

賃貸料等未収入金 9,313 10,533

その他の流動資産 44,373 43,608

貸倒引当金 △10,383 △9,194

流動資産合計 608,349 610,743

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産 8,091 8,337

社用資産 599 661

有形固定資産合計 8,691 8,998

無形固定資産   

賃貸資産 115 4

その他の無形固定資産 1,638 1,845

無形固定資産合計 1,754 1,849

投資その他の資産   

投資有価証券 672 748

その他 1,900 2,190

投資その他の資産合計 2,573 2,939

固定資産合計 13,019 13,787

資産合計 621,368 624,530



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 18,200 17,211

短期借入金 129,248 124,949

1年内返済予定の長期借入金 99,209 104,200

1年内償還予定の社債 9,999 9,999

コマーシャル・ペーパー 20,000 29,000

未払法人税等 3,522 2,257

割賦未実現利益 3,870 3,887

賞与引当金 658 635

役員賞与引当金 － 15

その他の流動負債 38,598 36,054

流動負債合計 323,309 328,212

固定負債   

社債 75,000 55,000

長期借入金 119,974 142,001

退職給付引当金 531 507

その他の固定負債 2,734 2,791

固定負債合計 198,239 200,299

負債合計 521,548 528,512

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 81,511 77,696

自己株式 △45 △45

株主資本合計 99,523 95,707

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 90 135

評価・換算差額等合計 90 135

少数株主持分 206 175

純資産合計 99,820 96,017

負債純資産合計 621,368 624,530



(2)四半期連結損益計算書 
(第２四半期連結累計期間) 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 114,319 115,017

売上原価 100,489 100,027

売上総利益 13,829 14,990

販売費及び一般管理費 8,587 7,189

営業利益 5,241 7,800

営業外収益   

受取利息 － 0

受取配当金 9 9

その他の営業外収益 8 23

営業外収益合計 18 32

営業外費用   

支払利息 19 13

社債発行費 103 64

その他の営業外費用 14 5

営業外費用合計 137 82

経常利益 5,122 7,750

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 5,122 7,690

法人税、住民税及び事業税 2,027 3,368

法人税等調整額 51 △149

法人税等合計 2,079 3,218

少数株主損益調整前四半期純利益 － 4,471

少数株主利益 18 31

四半期純利益 3,024 4,440



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 56,544 57,082

売上原価 49,627 49,475

売上総利益 6,916 7,606

販売費及び一般管理費 4,255 3,651

営業利益 2,661 3,955

営業外収益   

受取利息 － 0

受取配当金 8 7

その他の営業外収益 6 0

営業外収益合計 14 8

営業外費用   

支払利息 9 6

その他の営業外費用 12 3

営業外費用合計 21 10

経常利益 2,654 3,953

税金等調整前四半期純利益 2,654 3,953

法人税、住民税及び事業税 697 1,831

法人税等調整額 369 △184

法人税等合計 1,066 1,646

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,306

少数株主利益 6 11

四半期純利益 1,581 2,294



(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 5,122 7,690

賃貸資産減価償却費 2,809 2,606

社用資産減価償却費及び除却損 451 429

貸倒引当金の増減額（△は減少） 983 1,189

賞与引当金の増減額（△は減少） － 22

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） － 23

引当金の増減額（△は減少） △67 －

受取利息及び受取配当金 △17 △11

資金原価及び支払利息 2,129 1,746

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） 574 △4,442

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増
加）

7,068 4,953

営業貸付金の増減額（△は増加） △3,487 1,097

賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） 1,518 1,220

賃貸資産の取得による支出 △1,810 △2,505

仕入債務の増減額（△は減少） 279 988

その他 3,014 1,131

小計 18,673 16,250

利息及び配当金の受取額 17 11

利息の支払額 △1,894 △1,723

法人税等の支払額 △2,136 △2,050

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,660 12,487

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 △129 △155

その他 △0 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △130 △156

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） 26,260 4,299

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） △73,000 △9,000

長期借入れによる収入 27,592 34,588

長期借入金の返済による支出 △47,096 △61,607

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 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △31,924 △12,407

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） △17,394 △76

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 493 413



 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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９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２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９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  111,845  2,077  395  114,319  －  114,319

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － －  － －

計  111,845  2,077  395  114,319  －  114,319

営業利益  4,753  905  61  5,721  △479  5,241



〔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、お客様の幅広い設備導入ニーズにお応えするための「リース・割賦」事業と、融資や金融に関する代

行サービス等、お客様の金融面に関する課題解決にお応えするための「金融サービス」事業に区分管理し、事業

活動を展開しております。報告セグメントは「リース・割賦」「金融サービス」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２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９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） 

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  112,287  2,249  114,537  480  115,017

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計  112,287  2,249  114,537  480  115,017

セグメント利益  7,187  935  8,122  98  8,220

  （単位：百万円）  

利益 金額   

報告セグメント計  8,122

「その他」の区分の利益  98

全社費用（注）  △420

四半期連結損益計算書の営業利益  7,800

（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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