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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 539,552 △4.9 30,181 37.2 33,232 34.1 17,582 29.1
22年3月期第3四半期 567,273 185.2 22,005 196.5 24,790 186.9 13,623 162.2

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3四半期 164.92 ―

22年3月期第3四半期 127.78 ―

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3四半期 2,124,834 172,941 7.7 1,541.51
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3四半期  164,344百万円 22年3月期  150,390百万円

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 ― 14.00 ― 18.00 32.00
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 710,000 △6.4 37,000 22.1 40,000 19.7 21,500 △15.8 201.66



(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  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 

（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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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.４「その他」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3Q 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3Q 11,734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3Q 106,613,557株 22年3月期3Q 106,616,824株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の回復などを背景に、輸出、生産、設備投資など一

部に緩やかながら持ち直しの動きが見られるものの、政府の景気刺激策の効果一巡や円高の進行など、依然として

先行き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、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％）、首都圏エリア営業部門、コーポレート営業部

門、リマーケティング部門の再編、「エコ・アクション・ポイント事業」への参加を行い、更なる営業基盤の強化

と環境ビジネスへの取り組みを図ってまいりました。また、伊藤忠商事株式会社の連結子会社とインドネシアに合

弁リース会社の設立に向けた基本合意を行うとともに、当社連結子会社である東瑞盛世利融資租賃有限公司が中国

北京市へ分公司を開設するなど、伊藤忠グループとの協業と、中国・アジア事業の更なる強化を推進してまいりま

した。 

事業の成果としましては、当第３四半期連結累計期間の契約実行高は前年同期に比べて36.4％増の6,053億88百万

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4.9％減の5,395億52百万円となりました。また、営業利益は同

37.2％増の301億81百万円、経常利益は同34.1％増の332億32百万円、四半期純利益は29.1％増の175億82百万円とな

りました。 

  

 
  

(セグメント別業績の概況) 

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

① 賃貸・割賦事業 

賃貸・割賦事業では、契約実行高は4,043億54百万円となりました。また、売上高は5,255億66百万円、営業利

益は326億22百万円となりました。 

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2,010億33百万円となりました。また、売上高は92億24百万円、営業利

益は31億円20百万円となりました。  

（資産、負債及び純資産の状況） 

①  総資産 

当第３四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80億円58百万円（0.4％）減少し２兆

1,248億34百万円となりました。主な要因は、営業資産の増加及び有価証券等の減少であります。 

○営業資産 

当第３四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243億51百万円（1.3％）増加 

し、１兆9,623億６百万円となりました。 

セグメント別残高は、賃貸・割賦事業が1兆5,677億80百万円、ファイナンス事業が3,945億26百万円であり

ます。 

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３四半期 
連結累計期間 
(百万円)

当第３四半期
連結累計期間 
(百万円)

増減

金額(百万円) 増減率(％)

売上高 567,273 539,552 △27,721 △4.9

営業利益 22,005 30,181 8,175 37.2

経常利益 24,790 33,232 8,441 34.1

四半期純利益 13,623 17,582 3,959 29.1

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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② 負債 

当第３四半期連結会計期間末の総負債は、前連結会計年度末に比べて228億84百万円（1.2％）減少し１兆 

9,518億92百万円となりました。主な要因は、有利子負債の減少であります。 

○有利子負債 

有利子負債は、前連結会計年度末に比べて357億51百万円（2.0％）減少し１兆7,140億24百万円となりまし 

た。 

有利子負債の内訳でみると、短期調達においては、コマーシャル・ペーパーが671億円（12.7％）増加し 

5,966億円となったこと及び短期借入金が545億20百万円（26.4％）増加し2,609億36百万円となったこと等か

ら、前連結会計年度末に比べて1,226億20百万円（16.4％）増加し8,705億36百万円となりました。長期調達に

おいては、長期借入金が1,214億97百万円（13.3％）減少し7,902億31百万円となったこと及び債権流動化に伴

う長期支払債務が378億74百万円（42.3％）減少し517億55百万円となったこと等から、前連結会計年度末に比

べて1,583億72百万円（15.8％）減少し8,434億87百万円となりました。 

③ 純資産 

純資産は前連結会計年度末に比べて148億25百万円（9.4％）増加し1,729億41百万円となりました。主な要因

は、利益剰余金が136億47百万円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に比べ

て0.6ポイント上昇し7.7％となりました。 

平成22年10月22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。 

(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 

（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 

（税金費用の計算）  

税金費用については、当第３四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。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

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３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は22百万円、税金等調整前四半期純利益は

214百万円、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。 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

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. 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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 25,150 31,632

割賦債権 208,163 214,459

リース債権及びリース投資資産 1,244,809 1,288,872

営業貸付債権 317,765 256,693

営業投資有価証券 70,419 63,981

その他の営業資産 1,608 1,452

賃貸料等未収入金 13,904 17,742

有価証券 3,000 20,000

商品及び製品 1,079 961

繰延税金資産 4,671 4,223

その他の流動資産 35,057 42,069

貸倒引当金 △7,370 △9,993

流動資産合計 1,918,258 1,932,095

固定資産

有形固定資産

賃貸資産 127,310 121,658

社用資産 3,239 3,228

有形固定資産合計 130,549 124,886

無形固定資産

賃貸資産 343 331

その他の無形固定資産 5,753 4,007

無形固定資産合計 6,096 4,339

投資その他の資産

投資有価証券 46,157 43,270

破産更生債権等 7,671 11,069

繰延税金資産 7,122 7,871

その他の投資 12,437 13,582

貸倒引当金 △3,459 △4,223

投資その他の資産合計 69,928 71,571

固定資産合計 206,575 200,796

資産合計 2,124,834 2,132,892
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 101,462 95,690

短期借入金 260,936 206,416

1年内償還予定の社債 1,500 500

1年内返済予定の長期借入金 303,834 336,745

コマーシャル・ペーパー 596,600 529,500

債権流動化に伴う支払債務 13,000 12,000

1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払
債務

34,539 44,963

未払法人税等 9,475 2,150

繰延税金負債 389 －

割賦未実現利益 12,093 13,920

賞与引当金 951 1,546

役員賞与引当金 56 64

その他の流動負債 45,253 49,376

流動負債合計 1,380,094 1,292,873

固定負債

長期借入金 486,397 574,984

債権流動化に伴う長期支払債務 17,216 44,666

繰延税金負債 3,848 3,258

退職給付引当金 1,008 980

役員退職慰労引当金 80 50

メンテナンス引当金 140 162

負ののれん 235 1,303

その他の固定負債 62,871 56,495

固定負債合計 571,798 681,903

負債合計 1,951,892 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 124,939 111,292

自己株式 △10 △8

株主資本合計 164,698 151,052

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,291 1,796

繰延ヘッジ損益 2,029 1,291

為替換算調整勘定 △4,674 △3,749

評価・換算差額等合計 △353 △661

少数株主持分 8,596 7,725

純資産合計 172,941 158,115

負債純資産合計 2,124,834 2,132,892
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 567,273 539,552

売上原価 519,952 486,335

売上総利益 47,321 53,216

販売費及び一般管理費 25,315 23,035

営業利益 22,005 30,181

営業外収益

受取利息 116 45

受取配当金 421 618

為替差益 1,698 766

持分法による投資利益 805 1,302

その他の営業外収益 1,151 1,016

営業外収益合計 4,195 3,748

営業外費用

支払利息 1,077 517

その他の営業外費用 332 180

営業外費用合計 1,410 697

経常利益 24,790 33,232

特別利益

投資有価証券売却益 169 99

償却債権取立益 － 32

貸倒引当金戻入額 34 －

その他 12 30

特別利益合計 216 162

特別損失

退職給付制度改定損 － 1,260

投資有価証券評価損 472 578

合併関連費用 749 97

その他 132 371

特別損失合計 1,353 2,308

税金等調整前四半期純利益 23,653 31,087

法人税等 9,624 13,008

少数株主損益調整前四半期純利益 － 18,078

少数株主利益 405 495

四半期純利益 13,623 17,582
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【第３四半期連結会計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 187,435 177,173

売上原価 170,813 159,715

売上総利益 16,621 17,458

販売費及び一般管理費 7,808 7,692

営業利益 8,812 9,765

営業外収益

受取利息 31 2

受取配当金 59 169

為替差益 890 457

持分法による投資利益 214 245

その他の営業外収益 332 321

営業外収益合計 1,528 1,195

営業外費用

支払利息 340 166

その他の営業外費用 192 51

営業外費用合計 533 217

経常利益 9,807 10,743

特別利益

投資有価証券評価損戻入益 － 995

投資有価証券売却益 138 －

その他 8 82

特別利益合計 146 1,078

特別損失

退職給付制度改定損 － 1,260

合併関連費用 235 －

投資有価証券評価損 179 －

その他 0 22

特別損失合計 415 1,283

税金等調整前四半期純利益 9,538 10,539

法人税等 3,843 4,533

少数株主損益調整前四半期純利益 － 6,005

少数株主利益 110 154

四半期純利益 5,584 5,851
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31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 23,653 31,087

賃貸資産減価償却費 18,995 18,665

賃貸資産除却損 17,224 3,355

社用資産減価償却費及び除却損 1,552 2,046

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 472 578

為替差損益（△は益） △1,729 △766

貸倒引当金の増減額（△は減少） 491 △3,328

賞与引当金の増減額（△は減少） △600 △623

退職給付引当金の増減額（△は減少） △218 19

受取利息及び受取配当金 △538 △663

資金原価及び支払利息 16,939 11,903

持分法による投資損益（△は益） △805 △1,302

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △169 △184

退職給付制度改定損 － 1,260

割賦債権の増減額（△は増加） 47,438 4,265

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は
増加）

84,151 43,439

営業貸付債権の増減額（△は増加） 6,948 16,909

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 1,230 △6,438

賃貸資産の取得による支出 △17,628 △21,843

破産更生債権等の増減額（△は増加） 1,115 3,345

仕入債務の増減額（△は減少） △37,581 △24,617

その他 11,245 8,528

小計 172,186 85,636

利息及び配当金の受取額 751 952

利息の支払額 △15,997 △11,748

法人税等の支払額 △1,999 △4,933

営業活動によるキャッシュ・フロー 154,940 69,908

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 △1,413 △3,529

社用資産の売却による収入 8 －

投資有価証券の取得による支出 △5,522 △518

投資有価証券の売却及び償還による収入 477 499

子会社株式の取得による支出 △770 △0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

－ 26,675

貸付金の回収による収入 1 1

その他 △1,067 702

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,286 23,829
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31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） △135,691 △18,631

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減
少）

△54,600 67,100

長期借入れによる収入 181,374 118,700

長期借入金の返済による支出 △211,326 △244,493

債権流動化による収入 5,613 1,000

債権流動化の返済による支出 △57,398 △37,874

社債の発行による収入 － 1,000

社債の償還による支出 △3,500 －

配当金の支払額 △2,222 △3,944

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 △6 △1

その他 14 18

財務活動によるキャッシュ・フロー △277,743 △117,127

現金及び現金同等物に係る換算差額 293 △213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △130,796 △23,602

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 40,885 27,344
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該当事項はありません。       

前第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日) 

 
  

前第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31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901,963百万円、割賦販売事業は137,466百万円、営業貸付事業は170,362百万円、そ

の他の事業は62,119百万円それぞれ増加しております。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【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

157,884 25,255 2,204 2,091 187,435 － 187,435

(2) セグメント間の
    内部売上高又は振替高

－ － － 117 117 (117) －

計 157,884 25,255 2,204 2,208 187,552 (117) 187,435

営業費用 148,797 24,618 1,719 1,759 176,893 1,728 178,622

営業利益又は営業損失（△） 9,086 636 485 449 10,659 (1,846) 8,812

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

475,505 79,234 6,154 6,379 567,273 － 567,273

(2) セグメント間の
    内部売上高又は振替高

－ 1 － 464 466 (466) －

計 475,505 79,236 6,154 6,843 567,740 (466) 567,273

営業費用 448,604 78,751 5,703 6,921 539,981 5,286 545,267

営業利益又は営業損失（△） 26,900 484 450 △77 27,758 (5,753) 22,005
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４. 会計処理方法の変更 

(営業投資有価証券) 

第１四半期連結会計期間より、金融収益を得るために所有する有価証券等について、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と比べて当第３四半期連結累計期間のその他の事業の売上高は198百

万円、営業利益は96百万円それぞれ増加しております。 

前第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)及び前第３四半期連結累計期間(自  平

成21年４月１日  至  平成21年12月31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３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)及び前第３四半期連結累計期間(自  平

成21年４月１日  至  平成21年12月31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。 

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３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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。

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

【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 525,566 9,224 534,790 4,761 539,552

セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

- - - 322 322

計 525,566 9,224 534,790 5,083 539,874

セグメント利益 32,622 3,120 35,743 945 36,688
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当第３四半期連結会計期間(自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31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） 

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

（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。 

当第３四半期連結会計期間(自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日) 

（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） 

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
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 172,510 3,021 175,531 1,641 177,173

セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

- - - 91 91

計 172,510 3,021 175,531 1,733 177,265

セグメント利益 10,442 1,119 11,562 401 11,963

利益 金額

報告セグメント計 35,743

「その他」の区分の利益 945

セグメント間取引消去 △322

全社費用（注） △6,184

四半期連結損益計算書の営業利益 30,181

利益 金額

報告セグメント計 11,562

「その他」の区分の利益 401

セグメント間取引消去 △91

全社費用（注） △2,106

四半期連結損益計算書の営業利益 9,765

(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 第２四半期 第３四半期

22年４月～22年６月 22年７月～22年９月 22年10月～22年12月

 百万円 百万円 百万円

売上高 181,119 181,258 177,173

売上総利益 18,242 17,516 17,458

営業利益 10,603 9,812 9,765

経常利益 11,862 10,625 10,743

税金等調整前四半期純利益 10,514 10,034 10,539

四半期純利益 5,610 6,120 5,851

 円 銭 円 銭 円 銭

１株当たり四半期純利益 52  62 57  41 54  89

 百万円 百万円 百万円

総資産 2,077,896 2,094,891 2,124,834

純資産 161,661 167,986 172,941

 円 銭 円 銭 円 銭

１株当たり純資産     1,442  83 1,497  41 1,541 51

 
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。 

(ご参考)   

(単位：百万円) 

(2) 営業資産残高

セグメントの名称

当第３四半期連結会計期間末

（平成22年12月31日）

金額 構成比（％）

賃貸・割賦事業

ファイナンス・リース 1,244,809 63.4

オペレーティング・リース 126,901 6.5

賃貸取引計 1,371,710 69.9

割賦取引 196,069 10.0

賃貸・割賦事業計 1,567,780 79.9

ファイナンス事業 394,526 20.1

合計 1,962,306 100.0

営業保証額 27,472
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