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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）

 (1) 連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

営業収益 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 59,478 △9.1 3,342 1.1 4,571 5.6 2,820 201.7

22年３月期第２四半期 65,440 △10.8 3,306 4.9 4,327 33.2 935 △38.8

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 16.11 ―

22年３月期第２四半期 5.34 ―

 (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２四半期 2,855,561 103,896 3.6 593.31

22年３月期 2,827,806 103,273 3.7 589.74

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 103,880百万円 22年３月期 103,257百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00

 23年３月期 ― 0.00

23年３月期(予想) ― 5.00 5.00

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)

営業収益 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 117,200 △7.8 3,300 △62.7 5,700 △45.4 3,300 △7.6 18.85



  

 

 
（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の表示 

  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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半
期決算短信（添付資料）４ページ「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.５「その他」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 (社名                       )、 

  除外  ―社 (社名                       )

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更に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
 

 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 175,395,808株 22年３月期 175,395,808株

② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 308,987株 22年３月期 306,255株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 175,087,878株 22年３月期２Ｑ 175,094,438株



  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

  

  ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半
期決算短信（添付資料）４ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

  

5. 平成23年３月期の個別業績予想（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)

営業収益 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 114,700 △6.6 5,200 △49.3 5,200 △45.1 3,000 2.2 17.13



  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 ………………………………………… ２ 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………… ２ 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………… ４ 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………… ４ 

2. その他の情報 …………………………………………………………………………… ５ 

(1) 重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………… ５ 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………… ５ 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………… ５ 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ……………………………………… ６ 

3. 四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………… ７ 

(1) 四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………… ７ 

(2) 四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………… ９ 

【第２四半期連結累計期間】 

(3) 継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………１１ 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………１１ 

4. (参考) 個別業績の概要 ……………………………………………………………… １２ 

(1) 個別業績 ………………………………………………………………………………１２ 

(2) 個別部門別取扱高 ……………………………………………………………………１２ 

(3) その他の情報 …………………………………………………………………………１３ 

(4) 四半期個別財務諸表 …………………………………………………………………１４ 

  

  

○添付資料の目次

株式会社ジャックス（8584)　平成23年３月期　第２四半期決算短信

―1―



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国の需要拡大や政府の経済対策効果により景

気持ち直しの動きが見られたものの、雇用情勢は依然として厳しく、円高・株安の進行等の影響により

先行き不透明な状況で推移しております。 

当業界におきましては、改正貸金業法の完全施行や改正割賦販売法の段階的な規制強化等により、引

き続き厳しい経営環境が続いております。 

このような中、当社グループは収益性の向上策をより一層推し進めるとともに、従来型の営業スタイ

ルを抜本的に見直す営業改革を実施しております。 

多様化するお客様・加盟店様のニーズを的確に捉え、クレジット事業・カード事業・ファイナンス事

業それぞれの商品、サービスを複合・横断的に提案するハイブリッド営業スタイル「J－Style」を活用

し、新たな提携先の開拓に取り組んでまいりました。 

また、環境関連商品を始めとした重点分野の拡大や潜在ニーズのある分野に着目し、安定成長に向け

た収益基盤の確立を目指してまいりました。 

しかしながら、個人消費の回復の遅れによるショッピングクレジットの低迷や、関連業法改正による

消費者信用マーケットの収縮により、取扱高及び営業収益は厳しい状況で推移いたしました。 

一方、営業費用につきましては、コスト削減策の定着により物件費が減少いたしました。加えて、継

続的な加盟店管理強化や与信の厳格化により未収債権の発生が抑制され貸倒関連費用を圧縮することが

できました。 

なお、平成22年４月にベトナム国家銀行より、ファイナンスカンパニーライセンスの認可を取得し、

同年６月、ベトナムのホーチミン市に現地法人「JACCS International Vietnam Finance Co.,Ltd.」を

設立、９月より営業を開始いたしました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は594億78百万円（前年同期比9.1％減）、経常利

益は45億71百万円（前年同期比5.6％増）、四半期純利益は28億20百万円（前年同期比201.7％増）とな

りました。 

  

(包括信用購入あっせん） 

カードショッピングにつきましては、収益性の向上を目指し、これまでのカード会員獲得重視から稼

働率重視へと転換を図り、高い稼働率が見込める提携先との関係を強化するとともに、ＣＲＭ（カスタ

マー リレーションシップ マネジメント）を活用した効果的なプロモーションを進めてまいりまし

た。加えて、リボルビング払いの拡大施策として「Ｊリボ会員獲得」、「リボ変更サービス」等のプロ

モーションや各種キャンペーンに取り組んでまいりました。 

以上の結果、当部門の連結取扱高は3,642億31百万円（前年同期比5.9％増）となりました。 

  

(個別信用購入あっせん） 

オートローンにつきましては、エコカー購入時の補助金支援策により新車の登録台数が回復する一

方、中古車市場は依然厳しい状況が続いております。 

そのような環境の中、国産新車および輸入車の推進を強化してまいりました。また、お客様がオート

ローン契約後に月々の支払金額が変更可能な「ネオ・バリアぶるプラン」など、お客様のニーズに対応

した商品の推進に努めた結果、取扱高は前年同期を上回りました。  

ショッピングクレジットにつきましては、成長が見込めるＷｅｂ市場に注力し、大手通信販売会社を

中心に取り組みを強化してまいりました。また、重点分野の一つであるブライダル分野は、専用サイ

ト”Ｐｒｅｃｈａｎｔｅ（プレシャンテ）”（提携結婚式場及び披露宴会場の紹介）の知名度アップに

努めた結果、提携先及び取扱高の拡大に繋がりました。 

しかしながら、個人消費は未だ低迷しており、この影響を避けられず、ショッピングクレジット全体

では厳しい結果となりました。 

以上の結果、当部門の連結取扱高は1,195億53百万円（前年同期比11.0％減）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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(信用保証） 

投資用マンションに特化する住宅ローン保証につきましては、取扱高が順調に推移し、良質債権によ

る保証残高の積み上げを着実に進めました。 

金融機関個人ローン保証につきましては、エコ関連商品の推進等により、マイカーローン及びリフォ

ームローン保証等の取扱が増加いたしました。 

また、重点分野である太陽光発電等の環境関連商品は引き続き注力しており、順調に取扱いを増やし

ております。オートローン保証につきましては、個別信用購入あっせん同様に好調に推移いたしまし

た。 

以上の結果、当部門の連結取扱高は2,717億48百万円（前年同期比8.6％増）となりました。 

  

(融資） 

融資につきましては、６月からの改正貸金業法の完全施行により消費者金融市場の一段の収縮及び総

量規制等の影響を受け、カードキャッシングの取扱いは減少いたしました。 

なお、プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社（以下、「ＰＣＪ」という。）との提携によるＰＣ

Ｊ特約販売会社（ディーラー）に対するホールセールファイナンス（在庫融資契約）は、６月より開始

し順調に推移しております。 

以上の結果、当部門の連結取扱高は720億19百万円（前年同期比23.9％減）となりました。 

  

(その他） 

集金代行業務は、不動産管理会社を中心に取扱高は堅調に推移いたしました。 

また、連結子会社につきましては、損害保険・生命保険の保険代理店、カーリース、サービサー、人

材派遣などの周辺業務の取扱い拡大に取り組んでまいりました。 

以上の結果、当部門の連結取扱高は3,438億98百万円（前年同期比2.7％増）となりました。 

  

（参考） 

（注）下記表の前年同四半期の金額、構成比及び前年同期比増減率は参考として記載しております。 
  

連結部門別取扱高 

 
(注)  取扱高の主な内訳は次のとおりであります。 

部門

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) 前年同期比

（％）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

包括信用購入あっせん 343,912 29.7 364,231 31.1 5.9

個別信用購入あっせん 134,339 11.6 119,553 10.2 △11.0

信用保証 250,235 21.6 271,748 23.2 8.6

融資 94,695 8.2 72,019 6.1 △23.9

その他 334,957 28.9 343,898 29.4 2.7

合計 1,158,139 100.0 1,171,451 100.0 1.1

包括信用購入あっせん ：クレジットカードによるあっせん取引であり、取扱高の範囲はアドオン方式については

クレジット対象額に顧客手数料を含めた額であり、リボルビング方式についてはクレジ

ット対象額であります。

個別信用購入あっせん ：個別契約による割賦購入あっせん取引であり、クレジット対象額に顧客手数料を含めた

額であります。

信用保証 ：顧客が提携金融機関等から融資を受ける際に、顧客の債務を保証する業務であり、取扱

高の範囲は残債方式のものは保証元本であり、アドオン方式のものは保証元本に利息と

保証料を含めた額であります。

融資 ：顧客に融資する取引であり、取扱高の範囲は残債方式のものは融資額であり、アドオン

方式のものは融資額に利息を含めた額であります。
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（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ277億55百万円増加し、

２兆8,555億61百万円となりました。これは、主に現金及び預金の増加によるものであります。 
  

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は、前連結会計年度末に比べ271億31百万円増加し、

２兆7,516億65百万円となりました。これは、主に社債の増加によるものであります。 
  

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ６億23百万円増加し、

1,038億96百万円となりました。これは、主に利益剰余金の増加によるものであります。 
  

なお、提携保証業務のうち保証履行限度額を設定した契約に基づく取扱いについては、当該保証履行限

度額を保証債務残高と認識し、信用保証割賦売掛金及び信用保証買掛金として計上しております。ただ

し、提携金融機関が実施する債権流動化に伴い劣後受益権を取得している場合は、当該保証履行限度額か

ら劣後受益権相当額を控除しております。この結果、当第２四半期連結会計期間末の信用保証割賦売掛金

ならびに信用保証買掛金は、当該契約としなかった場合に比べ、それぞれ4,865億56百万円少なく計上さ

れております。 

  

平成22年10月14日の業績予想の修正に関するお知らせの通り、第３四半期以降の営業収益につきまして

は、当第２四半期連結累計期間とほぼ同様の状況が続くと想定しております。一方、営業費用は、改正貸

金業法完全施行等による貸倒関連費用の一時的な増加を織り込むことなどから増加する見通しでありま

す。なお、個別業績予想につきましても同様であります。 

かかる見通しのもと、通期の連結業績につきましては、営業収益1,172億円、経常利益57億円、当期純

利益33億円を予想しております。通期の個別業績につきましては、営業収益1,147億円、経常利益52億

円、当期純利益30億円を予想しております。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

① 会計処理基準に関する事項の変更 

（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、当第２四半期連結累計期間の営業利益

及び経常利益はそれぞれ42百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は235百万円減少しておりま

す。 

  

② 表示方法の変更 

イ  前第２四半期連結会計期間末は「その他」に含めて表示していたもので、当第２四半期連結会

計期間末に独立掲記することにしました科目につきましては、以下の表を参照願います。 

 
  

ロ  前第２四半期連結累計期間の表示科目から当第２四半期連結累計期間に独立掲記することにし

ました科目につきましては、以下の表を参照願います。 

 
  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

(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

前第２四半期連結会計期間末 当第２四半期連結会計期間末

表示科目
前第２四半期連結会計期間末
表示科目に含まれていた金額 

（百万円）
表示科目

(四半期連結貸借対照表)

資産の部 資産の部

 流動資産 流動資産

  その他 1,231  前払費用

負債の部 負債の部

 流動負債 流動負債

  その他 1,384  未払費用

  その他 783  前受収益

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

表示科目
前第２四半期連結累計期間
表示科目に含まれていた金額 

（百万円）
表示科目

(四半期連結損益計算書)

営業収益 営業収益

金融収益

  金融収益 77  受取利息

  金融収益 303  受取配当金
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ハ  前第２四半期連結会計期間末は独立掲記していたもので、当第２四半期連結会計期間末に「そ

の他」に含めて表示することにしました科目につきましては、以下の表を参照願います。 

 
  

ニ  （四半期連結損益計算書関係） 

 「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）に基づき財務

諸表等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）の適用に伴

い、当第２四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」の科目を表示して

おります。 

  

ホ  割賦販売法の改正に伴う金融庁ＥＤＩＮＥＴタクソノミの更新により、当第２四半期連結会計

期間末及び当第２四半期連結累計期間は、「総合あっせん」を「包括信用購入あっせん」へ、

「個品あっせん」を「個別信用購入あっせん」へ名称を変更して表示しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

前第２四半期連結会計期間末 当第２四半期連結会計期間末

表示科目
当第２四半期連結会計期間末
表示科目に含まれている金額 

（百万円）
表示科目

(四半期連結貸借対照表)

資産の部 資産の部

 固定資産 固定資産

  有形固定資産  有形固定資産

   リース資産 298   その他

   リース資産減価償却累計額 △128   その他減価償却累計額

   リース資産（純額） 170   その他（純額）

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要

株式会社ジャックス（8584)　平成23年３月期　第２四半期決算短信

―6―



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 175,333 101,187

割賦売掛金 921,565 966,599

信用保証割賦売掛金 1,682,107 1,669,186

リース投資資産 10,982 12,702

前払費用 1,616 1,637

繰延税金資産 3,327 5,153

立替金 26,179 26,406

未収入金 13,254 23,584

その他 1,695 2,033

貸倒引当金 △36,056 △40,836

流動資産合計 2,800,005 2,767,653

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 8,087 8,207

減価償却累計額 △3,936 △3,896

建物及び構築物（純額） 4,150 4,311

土地 14,988 14,988

その他 2,016 1,858

減価償却累計額 △1,257 △1,162

その他（純額） 759 696

有形固定資産合計 19,898 19,996

無形固定資産

ソフトウエア 10,442 12,995

その他 55 56

無形固定資産合計 10,498 13,052

投資その他の資産

投資有価証券 12,683 14,325

固定化営業債権 3,737 3,993

長期前払費用 576 650

繰延税金資産 3,575 3,182

差入保証金 1,829 2,391

前払年金費用 4,692 4,626

その他 735 711

貸倒引当金 △2,671 △2,777

投資その他の資産合計 25,159 27,104

固定資産合計 55,555 60,152

資産合計 2,855,561 2,827,806
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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

支払手形及び買掛金 33,652 38,804

信用保証買掛金 1,682,107 1,669,186

短期借入金 177,219 214,739

1年内償還予定の社債 14,800 －

1年内返済予定の長期借入金 181,553 185,281

コマーシャル・ペーパー 109,300 107,400

未払金 2,600 3,798

未払費用 1,528 1,447

未払法人税等 212 330

預り金 40,148 40,359

前受収益 634 712

賞与引当金 2,151 2,427

ポイント引当金 1,769 1,809

割賦利益繰延 75,178 74,496

その他 2,705 2,814

流動負債合計 2,325,560 2,343,606

固定負債

社債 46,800 31,600

長期借入金 367,914 336,566

退職給付引当金 22 20

役員退職慰労引当金 43 64

利息返還損失引当金 1,808 1,942

長期預り保証金 3,214 3,235

負ののれん 6,009 7,211

その他 291 286

固定負債合計 426,104 380,927

負債合計 2,751,665 2,724,533

純資産の部

株主資本

資本金 16,138 16,138

資本剰余金 30,468 30,468

利益剰余金 57,291 55,345

自己株式 △163 △163

株主資本合計 103,734 101,789

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 347 1,578

繰延ヘッジ損益 △70 △109

為替換算調整勘定 △130 －

評価・換算差額等合計 146 1,468

少数株主持分 16 15

純資産合計 103,896 103,273

負債純資産合計 2,855,561 2,827,806
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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)

営業収益

包括信用購入あっせん収益 8,327 8,962

個別信用購入あっせん収益 13,808 10,909

信用保証収益 18,102 18,077

融資収益 20,731 17,218

その他の営業収益 4,087 3,972

金融収益

受取利息 81

受取配当金 257

金融収益合計 381 338

営業収益合計 65,440 59,478

営業費用

販売費及び一般管理費 54,543 49,594

金融費用

借入金利息 5,953 5,389

コマーシャル・ペーパー利息 648 165

その他の金融費用 988 985

金融費用合計 7,589 6,541

営業費用合計 62,133 56,135

営業利益 3,306 3,342

営業外収益

負ののれん償却額 1,201 1,201

雑収入 64 86

営業外収益合計 1,265 1,288

営業外費用

利息返還損失引当金繰入額 212 32

雑損失 32 27

営業外費用合計 244 60

経常利益 4,327 4,571

特別利益

投資有価証券売却益 1 138

受取和解金 5 －

社債償還益 414 －

株式割当益 － 522

特別利益合計 420 661

特別損失

構造改革費用 2,552 －

固定資産除却損 84 32

投資有価証券売却損 6 1

投資有価証券評価損 68 207

減損損失 － 23

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 192

特別損失合計 2,711 457
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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)

税金等調整前四半期純利益 2,036 4,775

法人税、住民税及び事業税 734 122

法人税等調整額 366 1,831

法人税等合計 1,100 1,953

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,821

少数株主利益 0 0

四半期純利益 935 2,820
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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。 

  

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。 

  

  

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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・個別業績の概要は法定開示におけるレビュー対象ではありません。 

 

 

 
  ② 個別財政状態 

 

 
  

 
(注)  取扱高の主な内訳は次のとおりであります。 

 
  

  

4. (参考) 個別業績の概要

(1) 平成23年３月期第２四半期の個別業績（平成22年４月１日～平成22年９月30日）

  ① 個別経営成績(累計) （％表示は、対前年同四半期増減率）

営業収益 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 58,001 △8.2 4,138 △2.9 4,150 1.6 2,504 99.6

22年３月期第２四半期 63,184 △7.2 4,261 29.4 4,083 86.2 1,254 △16.5

 

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 14.31 ―
22年３月期第２四半期 7.17 ―

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 2,820,154 100,443 3.6 573.68

22年３月期 2,773,313 100,005 3.6 571.17

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 100,443百万円 22年３月期 100,005百万円

(2) 個別部門別取扱高

部門

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

当第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日) 前年同期比

（％）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

包括信用購入あっせん 344,245 29.7 364,532 31.1 5.9

個別信用購入あっせん 134,339 11.6 119,553 10.2 △11.0

信用保証 252,252 21.8 273,874 23.4 8.6

融資 94,695 8.2 72,019 6.2 △23.9

その他 331,728 28.7 340,753 29.1 2.7

合計 1,157,261 100.0 1,170,733 100.0 1.2

包括信用購入あっせん ：クレジットカードによるあっせん取引であり、取扱高の範囲はアドオン方式については

クレジット対象額に顧客手数料を含めた額であり、リボルビング方式についてはクレジ

ット対象額であります。

個別信用購入あっせん ：個別契約による割賦購入あっせん取引であり、クレジット対象額に顧客手数料を含めた

額であります。

信用保証 ：顧客が提携金融機関等から融資を受ける際に、顧客の債務を保証する業務であり、取扱

高の範囲は残債方式のものは保証元本であり、アドオン方式のものは保証元本に利息と

保証料を含めた額であります。

融資 ：顧客に融資する取引であり、取扱高の範囲は残債方式のものは融資額であり、アドオン

方式のものは融資額に利息を含めた額であります。
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①  「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63号）に従い

四半期財務諸表を作成しております。 
  

②  会計処理基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

第１四半期会計期間より、「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、当第２四半期累計期間の営業利益及び経常利益はそ

れぞれ41百万円減少し、税引前四半期純利益は220百万円減少しております。 
  

③  表示方法の変更 

イ  前第２四半期会計期間末は独立掲記していたもので、当第２四半期会計期間末に「その他」に

含めて表示することにしました科目につきましては、以下の表を参照願います。 

 
  

ロ  割賦販売法の改正に伴う金融庁ＥＤＩＮＥＴタクソノミの更新により、当第２四半期会計期間

末及び当第２四半期累計期間は、「総合あっせん」を「包括信用購入あっせん」へ、「個品あ

っせん」を「個別信用購入あっせん」へ名称を変更して表示しております。 
  

(3) その他の情報

前第２四半期会計期間末 当第２四半期会計期間末

表示科目
当第２四半期会計期間末

表示科目に含まれている金額 
（百万円）

表示科目

(四半期貸借対照表)

資産の部 資産の部

 流動資産 流動資産

  未収収益 34  その他

 固定資産 固定資産

  有形固定資産  有形固定資産

   リース資産 196   その他

   リース資産減価償却累計額 △110   その他減価償却累計額

   リース資産（純額） 86   その他（純額）

  無形固定資産  無形固定資産

   施設利用権 50   その他
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(4) 四半期個別財務諸表

① 四半期貸借対照表

(単位：百万円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日）

資産の部

  流動資産

    現金及び預金 169,654 97,792

    割賦売掛金 875,604 898,167

    信用保証割賦売掛金 1,659,294 1,630,086

    前払費用 1,017 1,050

    繰延税金資産 3,209 5,019

    関係会社短期貸付金 4,191 3,946

    立替金 26,179 26,406

    未収入金 9,322 17,158

    その他 1,451 1,791

    貸倒引当金 △29,596 △34,153

    流動資産合計 2,720,328 2,647,266

  固定資産

    有形固定資産

      建物及び構築物 7,903 8,026

        減価償却累計額 △3,848 △3,815

        建物及び構築物（純額） 4,054 4,211

      工具、器具及び備品 1,447 1,337

        減価償却累計額 △991 △896

        工具、器具及び備品（純額） 456 440

      土地 14,831 14,831

      その他 196 215

        減価償却累計額 △110 △116

        その他（純額） 86 99

      有形固定資産合計 19,429 19,582

    無形固定資産

      ソフトウエア 10,312 12,846

      その他 50 50

      無形固定資産合計 10,362 12,896

    投資その他の資産

      投資有価証券 12,680 14,322

      関係会社株式 2,233 2,233

      関係会社出資金 2,446 ―

      従業員に対する長期貸付金 125 129

      関係会社長期貸付金 40,516 64,592

      固定化営業債権 3,737 3,993

      長期前払費用 574 649

      繰延税金資産 3,564 3,173

      差入保証金 1,628 2,133

      前払年金費用 4,692 4,626

      その他 508 493

      貸倒引当金 △2,671 △2,777

      投資その他の資産合計 70,035 93,568

    固定資産合計 99,826 126,046

  資産合計 2,820,154 2,773,313
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（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

負債の部

  流動負債

    支払手形 10,594 11,793

    買掛金 21,740 25,285

    信用保証買掛金 1,659,294 1,630,086

    短期借入金 177,219 214,739

    関係会社短期借入金 620 520

    1年内償還予定の社債 14,800 ―

    1年内返済予定の長期借入金 181,553 185,281

    コマーシャル・ペーパー 109,300 107,400

    未払金 2,686 3,825

    未払費用 1,505 1,416

    未払法人税等 148 181

    預り金 40,080 40,285

    前受収益 633 712

    賞与引当金 1,966 2,177

    ポイント引当金 1,769 1,809

    割賦利益繰延 73,653 71,921

    その他 2,176 2,275

    流動負債合計 2,299,742 2,299,708

  固定負債

    社債 46,800 31,600

    長期借入金 367,914 336,566

    利息返還損失引当金 1,808 1,942

    長期預り保証金 3,214 3,235

    その他 231 254

    固定負債合計 419,968 373,598

  負債合計 2,719,711 2,673,307

純資産の部

  株主資本

    資本金 16,138 16,138

    資本剰余金

      資本準備金 30,468 30,468

      資本剰余金合計 30,468 30,468

    利益剰余金

      利益準備金 2,572 2,572

      その他利益剰余金

        別途積立金 43,229 43,229

        繰越利益剰余金 7,921 6,292

      利益剰余金合計 53,723 52,093

    自己株式 △163 △163

    株主資本合計 100,166 98,537

  評価・換算差額等

    その他有価証券評価差額金 347 1,578

    繰延ヘッジ損益 △70 △109

    評価・換算差額等合計 277 1,468

  純資産合計 100,443 100,005

負債純資産合計 2,820,154 2,773,313
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(単位：百万円） 

 
  

② 四半期損益計算書

【第２四半期累計期間】

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

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

営業収益

  包括信用購入あっせん収益 8,335 8,969

  個別信用購入あっせん収益 12,340 10,301

  信用保証収益 16,898 17,615

  融資収益 20,731 17,218

  その他の営業収益 3,019 3,098

  金融収益

    受取利息 959 549

    受取配当金 900 247

    金融収益合計 1,859 797

  営業収益合計 63,184 58,001

営業費用

  販売費及び一般管理費 51,329 47,320

  金融費用

    借入金利息 5,956 5,391

    コマーシャル・ペーパー利息 648 165

    その他の金融費用 988 985

    金融費用合計 7,593 6,543

  営業費用合計 58,923 53,863

営業利益 4,261 4,138

営業外収益

  雑収入 66 66

  営業外収益合計 66 66

営業外費用

  利息返還損失引当金繰入額 212 32

  雑損失 32 21

  営業外費用合計 244 54

経常利益 4,083 4,150

特別利益

  投資有価証券売却益 1 138

  受取和解金 5 ―

  社債償還益 414 ―

  株式割当益 ― 522

  特別利益合計 420 661

特別損失

  構造改革費用 2,552 ―

  固定資産除却損 77 32

  投資有価証券売却損 6 1

  投資有価証券評価損 68 207

  減損損失 ― 23

  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 ― 179

  特別損失合計 2,704 444

税引前四半期純利益 1,799 4,367

法人税、住民税及び事業税 167 44

法人税等調整額 377 1,818

法人税等合計 544 1,862

四半期純利益 1,254 2,504
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