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(百万円未満切捨て)

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）

 (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 116,715 △1.8 5,961 15.9 5,911 15.4 3,440 158.1

22年3月期第２四半期 118,853 △9.5 5,142 69.2 5,120 74.0 1,332 △18.5

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 159 79 ─
22年3月期第２四半期 61 90 ─

 (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２四半期 708,221 62,016 8.8 2,880 07

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２四半期 62,016百万円 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 ─ 22 00

23年3月期(予想) ─ 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、対前期増減率)

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

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) 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。 

 
(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。 

 
(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

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(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2Ｑ 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2Ｑ 349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2Ｑ 21,533,078株 22年3月期2Ｑ 21,533,099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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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、エコカー減税等の政策特需や猛暑の影響等により企

業収益が堅調に推移した結果、民間設備投資の持ち直しが継続している一方、各種景気対策の打ち切りや、

長引く円高・株安の影響から、下期以降の国内景気の先行きは不透明感を増しております。 

当社グループの属するリース業界におきましては、設備投資が持ち直しを見せているものの、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依然として継続する中、業界全体の平成22年９

月累計のリース取扱高は前年同期比9.4％減の２兆2,398億32百万円となっております。（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２四半期連結累計期間におけるリース契約実行高

が、前年同期比29.6％減の583億44百万円と低調に推移しました。これは主に前期の官公庁の予算削減によ

る引き締め等の影響から期首の未検収残が少なかったことと、ポートフォリオの改善を目指した案件絞込み

に起因しておりますが、足下では官公庁等の成約高は改善しており、下期の契約実行高の回復に結び付ける

べく努力を重ねております。当社としては、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。なお、

継続実施中の与信管理体制の強化が奏効した結果、貸倒引当金繰入額は大幅に減少しております。 

一方、営業貸付事業においては、従来のＮＥＣグループの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ことにより、当第２四半期連結累計期間の契約実行高が、前年同期比13.9％増の

1,308億４百万円となるなど、着実に実績を積み上げて参りました。 

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23億12百万円（同売却損益を

含む）を営業損益に計上しましたが、複合金融商品の大部分を前期に売却した結果、当第２四半期連結累計

期間におけるデリバティブ評価益は１億49百万円となっております。 

また、前年同期において、保有する有価証券の減損処理により投資有価証券評価損16億72百万円を特別損

益に計上しましたが、当第２四半期連結累計期間においては、減損処理の対象となる有価証券は存在しませ

ん。 

以上により、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高1,167億15百万円（前年同期比1.8％減）、営業

利益59億61百万円（同15.9％増）、経常利益59億11百万円（同15.4％増）、四半期純利益34億40百万円（同

158.1％増）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5.0%減の1,045億88百万円となったものの、貸倒引当金繰入額等の販売

費及び一般管理費の大幅な減少により、営業利益は前年同期比78.1%増の51億26百万円となりました。 

  

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26.6%増の24億71百万円とな

り、貸倒引当金繰入額等の販売費及び一般管理費の増加を吸収し、営業利益は前年同期比62.1%増の3億32百

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42.9％増の96億56百万円となり

ました。一方、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23億12百万円（同売却損

益を含む）を計上しましたが、複合金融商品の大部分を前期に売却した結果、当第２四半期連結累計期間に

おけるデリバティブ評価益が１億49百万円に減少したため、営業利益は前年同期比55.5％減の12億32百万円

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２四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330億31百万円減少し、

7,082億21百万円となりました。主な要因としては、営業貸付金が108億91百万円増加したものの、リース債

権及びリース投資資産が372億57百万円、割賦債権が26億３百万円、投資有価証券が23億51百万円減少した

ことによります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べて350億８百万円減少し、6,462億４百万円となりました。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40億17百万円増加した一方で、コマーシャル・

ペーパーが560億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19億77百万円増加し、620億16百万円となりました。主な要因とし

ては、当第２四半期連結累計期間における四半期純利益34億40百万円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８億99百万円によるものです。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、247億78百万円となりました。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２四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419億52百万円（前年同期は、

248億18百万円の収入）となりました。これは主にリース債権及びリース投資資産の減少額372億57百万円が

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２四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25億57百万円（前年同期は、45

億34百万円の収入）となりました。これは主に社用資産の取得による支出△16億64百万円及び投資有価証券

の取得による支出△6億37百万円があったものの、有価証券の償還による収入37億８百万円及び投資有価証

券の償還による収入10億54百万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２四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△442億12百万円（前年同期は、△

385億40百万円の支出）となりました。これは主に長期借入による収入339億５百万円及び社債の発行による

収入150億円があった一方で、コマーシャル・ペーパーの減少額△560億円及び長期借入金の返済による支出

△307億17百万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ありま

せん。なお、今後、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。 

  

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」 

 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２百万円、税金等調整前四半期純利益は79百万円それぞれ減少し

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 24,670 24,398 

受取手形 86 － 

割賦債権 25,192 27,796 

リース債権及びリース投資資産 449,169 486,426 

営業貸付金 152,042 141,151 

賃貸料等未収入金 21,004 21,506 

その他 10,902 11,481 

貸倒引当金 △11,028 △9,593 

流動資産合計 672,039 703,167 

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産 7,728 8,263 

賃貸資産処分損引当金 △190 △274 

社用資産 356 404 

有形固定資産合計 7,894 8,393 

無形固定資産   

賃貸資産 317 277 

その他 4,648 3,572 

無形固定資産合計 4,966 3,849 

投資その他の資産   

投資有価証券 17,812 20,163 

その他 11,362 11,448 

貸倒引当金 △5,855 △5,770 

投資その他の資産合計 23,320 25,841 

固定資産合計 36,181 38,085 

資産合計 708,221 741,252 
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(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 833 946 

買掛金 12,035 10,929 

短期借入金 8,489 11,636 

1年内返済予定の長期借入金 106,882 83,334 

コマーシャル・ペーパー 114,000 170,000 

債権流動化に伴う支払債務 3,760 5,330 

未払法人税等 3,298 34 

その他 22,974 19,967 

流動負債合計 272,273 302,178 

固定負債   

社債 25,000 10,000 

長期借入金 339,657 359,187 

債権流動化に伴う長期支払債務 － 1,460 

退職給付引当金 1,405 1,491 

その他 7,866 6,895 

固定負債合計 373,930 379,034 

負債合計 646,204 681,213 

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 53,149 50,182 

自己株式 △0 △0 

株主資本合計 61,573 58,606 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 515 1,414 

繰延ヘッジ損益 △64 20 

為替換算調整勘定 △7 △1 

評価・換算差額等合計 443 1,433 

純資産合計 62,016 60,039 

負債純資産合計 708,221 741,252 
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(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 118,853 116,715 

売上原価 104,511 102,860 

売上総利益 14,342 13,855 

販売費及び一般管理費 9,199 7,894 

営業利益 5,142 5,961 

営業外収益   

受取利息 4 28 

受取配当金 19 18 

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 18 1 

その他 32 28 

営業外収益合計 147 104 

営業外費用   

支払利息 57 62 

投資有価証券売却損 － 10 

為替差損 － 34 

投資事業組合関連費 51 42 

固定資産除却損 36 0 

その他 23 4 

営業外費用合計 169 154 

経常利益 5,120 5,911 

特別損失   

投資有価証券評価損 1,672 － 

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 1,672 77 

税金等調整前四半期純利益 3,448 5,834 

法人税、住民税及び事業税 565 3,217 

法人税等還付税額 △491 － 

法人税等調整額 2,041 △824 

法人税等合計 2,115 2,393 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,440 

少数株主利益 － － 

四半期純利益 1,332 3,440 
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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 3,448 5,834 

減価償却費 1,719 1,633 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,644 1,519 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 194 △85 

賃貸資産処分損益（△は益） △310 △539 

有価証券売却損益（△は益） △72 － 

投資有価証券売却損益（△は益） △111 △16 

投資有価証券評価損益（△は益） 1,672 － 

受取利息及び受取配当金 △24 △46 

資金原価及び支払利息 3,118 3,051 

為替差損益（△は益） △295 △551 

デリバティブ評価損益（△は益） △2,206 △149 

持分法による投資損益（△は益） △18 △1 

賃貸資産の取得による支出 △1,867 △1,146 

賃貸資産の売却による収入 1,601 1,096 

割賦債権の増減額（△は増加） 3,031 2,603 

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増
加）

13,991 37,257 

営業貸付金の増減額（△は増加） 5,895 △10,891 

売上債権の増減額（△は増加） △314 415 

仕入債務の増減額（△は減少） △2,525 1,015 

未払消費税等の増減額（△は減少） 631 1,912 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 77 

その他 △2,149 1,544 

小計 27,054 44,532 

利息及び配当金の受取額 299 222 

利息の支払額 △3,081 △2,958 

法人税等の支払額 △6 △49 

法人税等の還付額 553 205 

営業活動によるキャッシュ・フロー 24,818 41,952 

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 6,155 3,708 

社用資産の取得による支出 △135 △1,664 

投資有価証券の取得による支出 △2,059 △637 

投資有価証券の売却による収入 290 68 

投資有価証券の償還による収入 40 1,054 

その他 21 28 

投資活動によるキャッシュ・フロー 4,534 2,557 
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(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) 

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） △31,711 △2,897 

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） △4,000 △56,000 

長期借入れによる収入 51,163 33,905 

長期借入金の返済による支出 △49,118 △30,717 

債権流動化の返済による支出 △4,400 △3,030 

社債の発行による収入 － 15,000 

自己株式の取得による支出 － △0 

配当金の支払額 △473 △473 

財務活動によるキャッシュ・フロー △38,540 △44,212 

現金及び現金同等物に係る換算差額 26 △51 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,160 245 

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 15,842 24,778 
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 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） 

    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） 

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

  

(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 110,144 1,951 6,757 118,853 - 118,853

 営業利益 2,878 205 2,770 5,853 △711 5,142
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 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、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） 

（単位：百万円）

 
 (注) 調整額△729百万円は、セグメント利益と四半期連結損益計算書の営業利益との差額であり、 

   主に各報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

  （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。 

  

  

 
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 104,588 2,471 9,656 116,715 - 116,715

セグメント利益 5,126 332 1,232 6,690 △729 5,961

(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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 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） 

 （単位：百万円）

 
  

 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） 

 （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 110,144 98,488 11,655 2,784 8,870 5,992 2,878
 営業貸付 1,471 - 1,471 94 1,376 455 921

割賦 480 0 480 110 369 1,085 △716

営業貸付事業 1,951 0 1,951 204 1,746 1,541 205

その他の事業 6,757 2,961 3,796 70 3,725 954 2,770

調整 - - - - - 711 △711

合計 118,853 101,451 17,402 3,060 14,342 9,199 5,142

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 104,588 92,364 12,224 2,709 9,514 4,387 5,126
 営業貸付 2,052 - 2,052 109 1,943 1,211 731

割賦 418 0 417 154 262 661 △398

営業貸付事業 2,471 0 2,470 264 2,206 1,873 332

その他の事業 9,656 7,505 2,150 15 2,134 902 1,232

調整 - - - - - 729 △729

合計 116,715 99,870 16,844 2,989 13,855 7,894 5,961

(2) 営業資産残高

前第２四半期 当第２四半期  （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９月30日） （平成22年９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 501,710 77.5 457,215 71.6 △44,494 492,742 73.5

        

営業貸付事業 146,040 22.5 181,326 28.4 35,285 177,223 26.5

        

合計 647,751 100.0 638,542 100.0 △9,208 669,965 100.0
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