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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第１四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年６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 ％

24年３月期第１四半期 57,774 △1.9 3,169 37.5 3,220 39.4 2,165 64.8

23年３月期第１四半期 58,899 △0.9 2,305 △24.6 2,310 △25.4 1,314 △27.6

(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 1,982百万円 (600.4％) 23年３月期第１四半期 283百万円 (－％)

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

24年３月期第１四半期 100 56 ―
23年３月期第１四半期 61 03 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第１四半期 773,817 73,121 8.2

23年３月期 821,461 73,188 7.5

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 63,353百万円 23年３月期 61,569百万円

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

23年３月期 ― 22 00 ― 22 00 44 00

24年３月期 ―

24年３月期(予想) 22 00 ― 22 00 44 00

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 130,000 11.4 3,500 △41.3 3,500 △40.8 1,700 △50.6 78 95

通期 240,000 5.4 7,000 △23.3 7,000 △21.9 3,000 △19.4 139 32

http://www.necap.co.jp/


 

  

 

 

 
  

・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連結財務諸表の四半期レビュー手続は終了し

ていません。 

  

・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）３ページをご参照くだ

さい。 

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  （連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 無

 ④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期１Ｑ 21,533,400株 23年３月期 21,533,400株

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 349株 23年３月期 349株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 21,533,051株 23年３月期１Ｑ 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１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、平成23年３月に発生した東日本大震災及び福島第一

原子力発電所事故の影響等による混乱の中にあります。６月半ばには政府の月例経済報告で景気判断の上方

修正が行われる等、企業の生産活動に回復の兆しが見えてきてはいるものの、全体の底上げには至っており

ません。また海外では、欧州信用不安の再燃、米国及び中国経済の減速や円高進展等の懸念から、輸出を基

調とした国内経済回復の先行きは依然として予断を許さない状況が続くと考えられます。 

当社グループの属するリース業界におきましても、リース会計基準の見直しに伴う大企業を中心としたリ

ース離れの傾向が継続する中、業界全体の2011年６月累計のリース取扱高は前年同期比3.7％減の１兆631億

38百万円（情報通信機器は1.3％減の3,559億27百万円）となりマイナス幅が減少し、底打ちの兆しが見えて

おります。（平成23年６月現在 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・割賦事業では、当第１四半期におけるリース契約実行高が、前年

同期比27.9％減の212億41百万円（情報通信機器は31.8％減の164億53百万円）と低調に推移しました。 

 これは前期の官公庁の予算削減による引き締め等の影響で、当期に検収となる大型案件の成約が少なかっ

たことに主として起因するものであります。 

 当社としては今後、メーカー系ファイナンス会社として、ＮＥＣグループのビジネス全般に付加価値を提

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。 

営業貸付事業においては、従来のＮＥＣグループ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

案件に取り組む過程において地域金融機関との関係構築も進み、また、株式会社リサ・パートナーズ（以

下、リサ・パートナーズ）との協業の一層の強化により、着実な実績の拡大を図っております。 

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。 

以上により、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高577億74百万円（前年同期比1.9％減）、営業利

益31億69百万円（同37.5％増）、経常利益32億20百万円（同39.4％増）、四半期純利益21億65百万円（同

64.8％増）となりました。 

  

（事業の種類別セグメントの状況） 

 当第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分表示を「賃貸・割賦事業」「営業貸付事業」「リ

サ事業」「その他の事業」の４つの事業セグメントに変更しております。なお詳細については、８ページの

（４）セグメント情報等をご参照ください。 

  

①賃貸・割賦事業 

 賃貸・割賦事業の売上高は、前年同期比9.2%減の478億97百万円となったものの、貸倒引当金繰入額等の

減少により販売費及び一般管理費が減少したことで、営業利益は前年同期比77.2%増の31億43百万円となり

ました。 

  

②営業貸付事業 

 営業貸付事業の売上高は、ほぼ前年並みの10億96百万円となった一方、貸倒引当金繰入額の減少により販

売費及び一般管理費が減少し、営業利益は前年同期比162.0%増の４億80百万円となりました。 

  

１．当四半期決算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リサ事業 

 当第１四半期連結会計期間よりリサ・パートナーズの損益を連結しており、売上高は49億64百万円、売上

総利益は10億53百万円、営業損失は２億61百万円となりました。 

  

④その他の事業 

 その他の事業の売上高は、解約売上や手数料収入が減少したこと等により、前年同期比23.7％減の38億55

百万円、営業利益は前年同期比78.3%減の１億53百万円となりました。 

  

当第１四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476億43百万円減少し、7,738

億17百万円となりました。主な要因としては、現金及び預金が98億63百万円、リース債権及びリース投資資

産が220億90百万円、営業貸付金が64億64百万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475億76百万円減少し7,006億96百万円となりました。主な要因として

は、短期借入金が85億37百万円増加したものの、１年内返済予定の長期借入金が137億61百万円、コマーシ

ャル・ペーパーが310億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67百万円減少し、731億21百万円となりました。主な要因として

は、当第１四半期連結累計期間における21億65百万円の四半期純利益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少数株主持分の減少額17億81百万円によるものです。 

  

平成24年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成23年４月28日発

表の業績予想から変更はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（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

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続事業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 45,733 35,870 

受取手形 70 54 

割賦債権 21,890 20,117 

リース債権及びリース投資資産 440,539 418,448 

賃貸料等未収入金 19,418 19,494 

営業貸付金 162,339 155,875 

買取債権 18,114 17,171 

営業投資有価証券 13,993 11,305 

販売用不動産 40,707 40,432 

その他 14,824 13,604 

貸倒引当金 △15,518 △15,694 

流動資産合計 762,114 716,679 

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産 13,645 13,357 

賃貸資産処分損引当金 △110 △133 

社用資産 924 916 

有形固定資産合計 14,459 14,140 

無形固定資産   

賃貸資産 538 711 

のれん 9,833 9,587 

その他 5,939 6,231 

無形固定資産合計 16,311 16,529 

投資その他の資産   

投資有価証券 21,452 20,033 

その他 12,192 11,245 

貸倒引当金 △5,068 △4,810 

投資その他の資産合計 28,576 26,468 

固定資産合計 59,347 57,138 

資産合計 821,461 773,817 
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,396 277 

買掛金 12,058 6,241 

短期借入金 25,044 33,581 

1年内返済予定の長期借入金 151,316 137,554 

コマーシャル・ペーパー 133,000 102,000 

債権流動化に伴う支払債務 1,460 610 

未払法人税等 4,548 2,066 

賞与引当金 － 71 

災害損失引当金 225 225 

その他 24,985 23,182 

流動負債合計 354,035 305,812 

固定負債   

社債 25,000 25,000 

長期借入金 359,120 360,095 

退職給付引当金 1,329 1,354 

その他 8,787 8,434 

固定負債合計 394,237 394,884 

負債合計 748,273 700,696 

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 52,955 54,646 

自己株式 △0 △0 

株主資本合計 61,379 63,071 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 53 182 

繰延ヘッジ損益 144 110 

為替換算調整勘定 △7 △10 

その他の包括利益累計額合計 190 282 

新株予約権 69 － 

少数株主持分 11,548 9,767 

純資産合計 73,188 73,121 

負債純資産合計 821,461 773,817 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 

 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

売上高 58,899 57,774 

売上原価 51,736 50,485 

売上総利益 7,162 7,289 

販売費及び一般管理費 4,857 4,119 

営業利益 2,305 3,169 

営業外収益   

受取利息 14 4 

受取配当金 17 18 

投資有価証券売却益 27 27 

持分法による投資利益 4 20 

その他 8 23 

営業外収益合計 72 93 

営業外費用   

支払利息 31 19 

投資有価証券売却損 10 － 

為替差損 20 8 

その他 3 13 

営業外費用合計 66 42 

経常利益 2,310 3,220 

特別利益   

新株予約権戻入益 － 69 

特別利益合計 － 69 

特別損失   

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 77 － 

匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益 － 3,290 

匿名組合損益分配額 － 9 

税金等調整前四半期純利益 2,233 3,280 

法人税、住民税及び事業税 653 2,135 

法人税等調整額 266 △753 

法人税等合計 919 1,382 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,314 1,898 

少数株主損失（△） － △267 

四半期純利益 1,314 2,165 
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,314 1,898 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △973 120 

繰延ヘッジ損益 △55 △34 

為替換算調整勘定 △2 △2 

その他の包括利益合計 △1,031 83 

四半期包括利益 283 1,982 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 283 2,257 

少数株主に係る四半期包括利益 － △275 
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当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

 １.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 

（単位：百万円）

 
 (注) セグメント利益又は損失の調整額△360百万円は、セグメント利益又は損失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。 

  

 ２.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。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

 １.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 

（単位：百万円）

 
 (注)1. セグメント利益又は損失の調整額△345百万円は、セグメント利益又は損失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。また売上高の調整額△39百 

    万円は、親子間取引による相殺額であります。 

  

    2. 前第１四半期連結会計期間において、営業貸付事業に含めておりました割賦販売業務については、賃貸・割 

       賦事業に含めております。またその他の事業に含めておりました金銭の貸付による手数料収入については、営 

     業貸付事業に含めております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

 
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 52,533 1,239 5,126 58,899 - 58,899

セグメント利益又
は損失(△)

2,364 △478 779 2,666 △360 2,305

 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・割賦

事業

営業貸付

事業
リサ事業

その他の

事業
計

売上高 47,897 1,096 4,964 3,855 57,813 △39 57,774

セグメント利益又
は損失（△）

3,143 480 △261 153 3,515 △345 3,169
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     3.各事業区分の主要品目 

    ①賃貸・割賦事業・・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、割賦 

                           販売業務等 

    ②営業貸付事業・・・金銭の貸付、ファクタリング等 

    ③リサ事業・・・・・リサ・パートナーズが行っているプリンシパル投資業務、ファンド業務、インベスト 

              メントバンキング業務等 

        ④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 

  

 ２.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。 

  

 ３.報告セグメントの変更等に関する事項 

当第１四半期連結会計期間より、事業基盤の強化・拡充を目的として「中期計画２０１１」を

策定し、これに伴い、報告セグメントの区分表示を「賃貸・割賦事業」「営業貸付事業」「リサ

事業」「その他の事業」の４つの事業セグメントに変更しております。 

 前連結会計年度の対応する四半期連結累計期間について、変更後の区分表示により作成した報

告セグメントごとの売上高及びセグメント利益の金額に関する情報は、以下の通りです。 

（単位：百万円）

 
 (注) セグメント利益又は損失の調整額△360百万円は、セグメント利益又は損失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。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

 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・割賦

事業

営業貸付

事業
リサ事業

その他の

事業
計

売上高 52,736 1,106 ― 5,055 58,899 - 58,899

セグメント利益 1,773 183 ― 709 2,666 △360 2,305

（５）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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当第１四半期連結会計期間より、事業基盤の強化・拡充を目的として「中期計画２０１１」を策定

し、これに伴い、事業区分の表示を「賃貸・割賦事業」「営業貸付事業」「リサ事業」「その他の事

業」の４つの事業区分に変更しております。 

 前連結会計年度の対応する四半期連結累計期間について、変更後の区分表示により作成した事業の

種類別状況に関する情報は、以下の通りです。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

（単位：百万円） 

 
  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

（単位：百万円） 

 
 （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．各事業区分の主要品目 

       ①賃貸・割賦事業・・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、 

                               割賦販売業務等 

       ②営業貸付事業・・・金銭の貸付、ファクタリング等 

       ③リサ事業・・・・・リサ・パートナーズが行っているプリンシパル投資業務、ファンド業務、インベ 

                ストメントバンキング業務等 

      ④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買、保守料の回収代行業務等 

  

５．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・割賦事業 52,736 46,354 6,382 1,437 4,944 3,170 1,773

営業貸付事業 1,106 - 1,106 56 1,049 866 183

リサ事業 - - - - - - -

その他の事業 5,055 3,878 1,177 8 1,168 459 709

調整 - - - - - 360 △360

合計 58,899 50,233 8,665 1,502 7,162 4,857 2,305

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・割賦事業 47,897 42,035 5,861 1,119 4,742 1,598 3,143

営業貸付事業 1,096 - 1,096 94 1,001 521 480

リサ事業 4,964 3,436 1,527 474 1,053 1,315 △261

その他の事業 3,855 3,357 498 6 492 338 153

調整 △39 - △39 △39 - 345 △345

合計 57,774 48,829 8,944 1,655 7,289 4,119 3,169

ＮＥＣキャピタルソリューション（株）　（8793）　平成24年3月期　第1四半期決算短信

　-　10　-



  

 
（注）当第１四半期連結会計期間末におけるリサ事業の営業資産残高の内訳は、営業投資有価証券が11,305百万円、 

買取債権が17,171百万円、投資有価証券が8,232百万円、販売用不動産が40,432百万円となっております。 

  

（２）営業資産残高

前第１四半期 当第１四半期  （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22年6月30日） （平成23年6月30日）  （平成23年３月31日）

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 金額(百万円) 構成比(%)

        

賃貸・割賦事業 498,634 77.2 452,634 65.5 △46,000 476,614 65.7

        

営業貸付事業 146,881 22.8 160,650 23.3 13,769 166,617 22.9

リサ事業 ― ― 77,142 11.2 77,142 82,596 11.4

        

合計 645,515 100.0 690,427 100.0 44,911 725,829 100.0
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