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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 128,639 △4.2 8,336 46.3 8,619 38.0 4,804 26.7
22年3月期第2四半期 134,244 △11.0 5,697 14.1 6,245 14.2 3,791 25.7

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 132.73 ―
22年3月期第2四半期 104.74 ―

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 988,021 66,666 6.6 1,794.79
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2四半期  64,969百万円 22年3月期  61,894百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  
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平成23年３月期 期末配当予想を、本日（平成22年11月５日）付けで修正して
おりますので、別途公表いたしました「平成23年３月期 期末配当予想の上方修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
２．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。 

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 ― 22.00
23年3月期 

（予想）
― 24.00 46.00

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  有   

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 260,000 △1.4 14,500 28.8 15,000 23.7 8,500 21.1 234.82



(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平成23年３月期 連結業績予想を、本日（平成22年11月５日）付けで修正して
おりますので、別途公表いたしました「平成23年３月期通期の連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 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2Q  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2Q 36,198,701株 22年3月期2Q  36,198,782株



  

  

○添付資料の目次

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 ……………………………………………………………………………… 3 

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

２．その他の情報 …………………………………………………………………………………………………………… 3 

（１）重要な子会社の異動の概要 ……………………………………………………………………………………… 3 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 …………………………………………………………………… 3 

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

３．四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………………………………………… 4 

（１）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………… 4 

（２）四半期連結損益計算書 …………………………………………………………………………………………… 6 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………… 7 

（４）継続企業の前提に関する注記 …………………………………………………………………………………… 9 

（５）セグメント情報 …………………………………………………………………………………………………… 9 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 …………………………………………………………… 10 

４．補足情報 ………………………………………………………………………………………………………………… 11 

（１）契約実行高 ………………………………………………………………………………………………………… 11 

（２）営業資産残高 ……………………………………………………………………………………………………… 11 

興銀リース㈱（8425） 平成23年３月期 第２四半期決算短信

- 1 -



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

平成22年度第２四半期のわが国経済は、急速な円高や海外経済の減速等により輸出や生産の増加基調が鈍化し、

依然としてデフレの進行や雇用情勢の悪化懸念が残るなど、先行き不透明な状況で推移しました。また、民間設備

投資については、企業部門における景気の先行きへの見通しが慎重なことから、勢いを欠く状況が続いており、リ

ース業界全体の取扱高も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２四半期連結累計期間のリース、割賦、貸付及びその他の契約実行高の合計は

166,940百万円となりました。 

リース及び割賦につきましては、引き続き民間設備投資が低迷するなか企業ニーズの変化に合わせた提案営業に

注力し、リースの契約実行高は前年同期（平成21年９月期）比4.0％増加の86,323百万円、割賦の契約実行高は同

13.7％減少の16,017百万円となり、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、船舶・不動産関連ファイナンスや債権買取等に取り組んだことにより貸付の契約実行高は前年同期比18.2％

増加の58,368百万円、その他の契約実行高は、6,230百万円となりました。 

  

以上の結果、当第２四半期連結累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910,250百万円となりました。 

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3.4％減少して534,699百万

円、割賦の営業資産残高（割賦未実現利益控除後）は同8.2％減少の98,684百万円、貸付の営業資産残高は同0.4％

減少して236,435百万円、その他の営業資産残高は、40,430百万円となりました。 

  

損益面では、売上高は128,639百万円と前年同期比4.2％の減収となりました。営業利益は、営業資産が減少した

ものの、運用利回りの向上と信用コスト及び資金コストの低減等により前年同期比46.3％増加の8,336百万円、経

常利益は同38.0％増加の8,619百万円、四半期純利益は同26.7％増加して4,804百万円となりました。 

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66,666百万円、自己資本比率は6.6％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９月期）比5.3％減少して117,890百万円となりましたが、営業利益は運用

利回りの改善や信用コスト及び資金コストの低減等により同21.4％増加して8,437百万円となりました。 

〔割賦〕 

 割賦の売上高は前年同期比11.5％増加して6,787百万円となり、営業利益は信用コスト及び資金コストの低減 

等により、前年同期の営業損失から改善し359百万円となりました。 

〔貸付〕 

 貸付の売上高は前年同期比7.2％減少して2,952百万円となりましたが、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107.1％増加して984百万円となりました。 

〔その他〕 

 その他の売上高は1,009百万円となり、営業利益は466百万円となりました。 

  

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、税金等調整前四半期純利益に加えリース債権及びリース投資資産、割賦

債権の減少による収入等により27,341百万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、2,076百万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15,234

百万円の収入に対し、間接調達では44,204百万円の支出となり、財務活動全体では29,668百万円の支出となりまし

た。 

以上の結果、当第２四半期連結累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4,442百万円減少し、12,305百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間の実績に加え、足元の経済金融環境を踏まえた第３四半期以降の業績見通しも当初計

画を上回って推移するものと予想されることから、平成23年３月期の通期連結業績につきましては、売上高

260,000百万円、営業利益14,500百万円、経常利益15,000百万円、当期純利益8,500百万円を見込んでおります。 

  

（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 

  該当事項はありません。 

 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 

    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７百万円減少し、税金等調整 

 前四半期純利益は110百万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、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２四半期連結累計期間の売上高は436百万円、営業利益は306百万円それぞれ増加してお 

 り、営業外収益が436百万円、営業外費用が104百万円、特別損失が25百万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3,650百万円減少し、「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 15,012 18,476

受取手形及び売掛金 92 34

割賦債権 99,992 108,900

リース債権及びリース投資資産 503,413 522,302

営業貸付金 192,393 189,930

その他の営業貸付債権 42,545 46,987

営業投資有価証券 40,430 －

その他の営業資産 1,496 496

賃貸料等未収入金 2,138 2,706

有価証券 879 4,037

繰延税金資産 1,750 1,642

その他の流動資産 15,073 13,230

貸倒引当金 △3,852 △3,889

流動資産合計 911,366 904,855

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産   

賃貸資産 30,990 30,895

賃貸資産合計 30,990 30,895

社用資産   

社用資産 2,954 2,977

社用資産合計 2,954 2,977

有形固定資産合計 33,944 33,873

無形固定資産   

賃貸資産   

賃貸資産 295 343

賃貸資産合計 295 343

その他の無形固定資産   

のれん 149 162

ソフトウエア 2,398 2,494

その他 247 67

その他の無形固定資産合計 2,795 2,724

無形固定資産合計 3,091 3,067

投資その他の資産   

投資有価証券 20,377 54,946

破産更生債権等 11,528 14,082

繰延税金資産 4,033 3,473

その他の投資 4,461 3,547

貸倒引当金 △782 △746

投資その他の資産合計 39,618 75,303

固定資産合計 76,654 112,244

資産合計 988,021 1,017,099
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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 31,914 33,751

短期借入金 89,987 92,634

1年内返済予定の長期借入金 168,114 186,416

コマーシャル・ペーパー 320,000 302,700

債権流動化に伴う支払債務 45,032 42,981

リース債務 18,307 21,590

未払法人税等 3,449 3,304

割賦未実現利益 1,307 1,412

賞与引当金 297 288

役員賞与引当金 － 30

債務保証損失引当金 490 524

その他の流動負債 17,210 15,987

流動負債合計 696,111 701,621

固定負債   

長期借入金 210,438 234,379

債権流動化に伴う長期支払債務 5,403 9,520

退職給付引当金 477 635

役員退職慰労引当金 166 144

受取保証金 6,728 5,628

その他の固定負債 2,028 1,828

固定負債合計 225,243 252,135

負債合計 921,355 953,757

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 44,924 40,989

自己株式 △1,079 △1,078

株主資本合計 65,286 61,350

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 916 1,502

繰延ヘッジ損益 △135 △100

為替換算調整勘定 △1,097 △857

評価・換算差額等合計 △317 543

少数株主持分 1,696 1,447

純資産合計 66,666 63,342

負債純資産合計 988,021 1,017,099
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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 134,244 128,639

売上原価 119,561 112,701

売上総利益 14,683 15,938

販売費及び一般管理費 8,985 7,602

営業利益 5,697 8,336

営業外収益   

受取利息 426 1

受取配当金 153 147

持分法による投資利益 191 221

投資収益 221 106

その他 111 49

営業外収益合計 1,105 525

営業外費用   

支払利息 538 218

その他 18 24

営業外費用合計 557 242

経常利益 6,245 8,619

特別利益   

貸倒引当金戻入額 61 －

債務保証損失引当金戻入額 65 30

償却債権取立益 0 －

特別利益合計 127 30

特別損失   

投資有価証券売却損 2 －

投資有価証券評価損 14 239

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 91 342

税金等調整前四半期純利益 6,281 8,306

法人税、住民税及び事業税 2,076 3,653

法人税等調整額 354 △225

法人税等合計 2,430 3,427

少数株主損益調整前四半期純利益 － 4,878

少数株主利益 58 74

四半期純利益 3,791 4,804
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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 6,281 8,306

賃貸資産減価償却費 3,587 3,219

社用資産減価償却費及び除却損 548 521

持分法による投資損益（△は益） △191 △221

投資損益（△は益） △221 △106

貸倒引当金の増減額（△は減少） 532 1

賞与引当金の増減額（△は減少） △19 9

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） △1,071 △157

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5 22

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △353 △33

受取利息及び受取配当金 △580 △148

資金原価及び支払利息 4,540 3,186

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） 14 239

退職給付制度改定損 74 －

売上債権の増減額（△は増加） 11 △58

割賦債権の増減額（△は増加） 8,484 8,803

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増
加）

26,527 11,902

営業貸付債権の増減額（△は増加） 4,616 △3,726

営業投資有価証券の増減額（△は増加） － △3,650

賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） △56 568

賃貸資産の取得による支出 △3,292 △3,821

賃貸資産の売却による収入 2,148 3,720

仕入債務の増減額（△は減少） △10,121 △1,829

その他 391 7,319

小計 41,833 34,039

利息及び配当金の受取額 264 241

利息の支払額 △4,674 △3,363

法人税等の支払額 △1,579 △3,574

営業活動によるキャッシュ・フロー 35,843 27,341

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 △447 △590

社用資産の売却による収入 － 0

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △9,776 △6

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

11,392 0

その他 △863 △1,481

投資活動によるキャッシュ・フロー 304 △2,076
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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） △17,143 △2,395

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 27,500 17,300

長期借入れによる収入 50,160 56,715

長期借入金の返済による支出 △93,223 △98,524

債権流動化による収入 76,355 164,500

債権流動化の返済による支出 △84,720 △166,565

配当金の支払額 △723 △868

その他 △17 169

財務活動によるキャッシュ・フロー △41,814 △29,668

現金及び現金同等物に係る換算差額 56 △38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,609 △4,442

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 21,310 12,305
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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。 

  

【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、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    124,446       6,085       3,183       529    134,244       －  134,244

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
      59       0       98       48       206  (206)       －

計    124,506       6,085       3,281       578    134,451  (206)  134,244

営業利益又は営業損失（△）      6,950       △120       475       151       7,457  (1,759)       5,697
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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．セグメント利益の調整額△1,911百万円には、セグメント間取引消去△130百万円及び各報告セグメ 

   ントに配分していない全社費用△1,780百万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） 

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      117,890      6,787       2,952      1,009       －      128,639

    セグメント間の内部売上高

又は振替高 
     78      15       91       43  △229       －

計      117,968     6,803      3,044       1,052  △229  128,639

セグメント利益      8,437       359       984      466  △1,911       8,336

（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２四半期連結累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２四半期連結累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２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間 

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  79,738  52.8  82,502 49.4

オペレーティング・リース  3,292    2.2  3,821 2.3

     83,031    55.0  86,323 51.7

割 賦    18,561    12.3  16,017 9.6

貸 付    49,400    32.7  58,368 35.0

その他  －  －    6,230    3.7

合計    150,993  100.0  166,940  100.0

セグメントの名称 

当第２四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  503,413  55.3  522,302  58.1

オペレーティング・リース  31,286  3.5  31,238  3.5

   534,699  58.8  553,541  61.6

割 賦  98,684  10.8  107,487  12.0

貸 付  236,435  26.0  237,414  26.4

その他  40,430  4.4  －  －

合計  910,250  100.0  898,443  100.0
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