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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） 

 

(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）

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 ％

24年3月期第1四半期 51,849 △11.4 △3,010 ― △3,010 ― △3,198 ―
23年3月期第1四半期 58,533 1.5 1,377 △41.2 1,377 △41.2 1,964 8.4

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △2,986百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 1,566百万円 （―％）

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 △4.69 ―
23年3月期第1四半期 3.91 0.72

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 4,277,655 188,297 4.3
23年3月期 4,273,775 191,278 4.4
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  185,812百万円 23年3月期  188,809百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  有  
（注２）当社は定款において、毎年９月30日及び３月31日を配当基準日と定めておりますが、普通株式及び普通株式と権利関係が異なる種類株式共に、第２四
半期末及び期末配当金は無配とさせていただく予定であります。(「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」欄参照) 

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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

第2四半期(累計) 105,100 △8.1 △1,200 ― △1,200 ― △1,500 ― △2.20
通期 215,800 △3.6 9,800 134.4 9,800 134.4 8,700 88.2 12.76



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(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 

（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(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
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の業績予想は本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる結
果となる可能性があります。 
２．当第１四半期決算補足説明資料は平成23年７月29日に当社ホームページに掲載いたします。 
３．当社は、強固な経営基盤を築くことにより、適正な自己資本の水準を確保しつつ、安定的な配当を実施することを株主還元にあたっての基本的な考え方とし
ております。加えて、第一回I種優先株式1,400億円を買入れ償還することを当社の重要な経営課題としております。 
当期の普通株式及び優先株式の第２四半期末及び期末配当金につきましては、これまで未定とさせていただいておりましたが、この度公表いたしました平成24
年３月期の業績予想も含め総合的に勘案し、誠に遺憾ながら無配とさせていただく予定といたしました。 
詳細につきましては、本日（平成23年７月29日）別途開示いたしました「業績予想及び配当予想に関するお知らせ」をご参照ください。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 681,851,918 株 23年3月期 679,839,847 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 70,827 株 23年3月期 109,482 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 681,772,206 株 23年3月期1Q 502,267,708 株



 

 

 

 

（参考）個別業績予想 

平成24年３月期の個別業績予想（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２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 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

第２四半期累計期間 99,200 △8.5 △1,500 － △1,500 － △1,600 － △2 35 

通期 202,400 △4.7 8,800 130.1 8,800 130.1 8,500 71.0 12 47 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有 
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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 

当第１四半期におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災及びその後の電力の

供給不足等により製品供給に大きな打撃を受け、個人消費も生活防衛意識の高まりから低迷が続くなど

停滞し、先行き不透明な状況で推移いたしました。加えて、当業界におきましても、昨年に完全施行さ

れました改正貸金業法の個人借入に対する総量規制の影響が続くなど、依然として厳しい経営環境が続

いております。 

このような状況のなか、当社におきましては、平成19年４月よりスタートさせました中期経営計画の

最終年度として、これまで取り組んでまいりましたビジネスモデル・収益モデル改革を完成させ、事業

収益の拡大に向け尽力するとともに、生産性の向上による更なるコスト圧縮に注力してまいりました。 

 

当第１四半期の連結業績につきましては、以下のとおりであります。 

営業収益につきましては、前年同期比66億円減の518億円となりました。 

これは、前期まで増加基調にありました個品割賦におきまして、東日本大震災の影響により取扱高が

減少し減収となったことに加え、法改正の影響を受けて融資収益が大きく減少したためであります。 

個品割賦につきまして、オートローンは、サプライチェーンの混乱による製品供給面に支障をきたし

新車販売が減少したことや、当社が主力としております中古車販売市場も供給不足による低迷が続いた

ことにより減収となりました。ショッピングクレジットにつきましても、電力供給不安によるオール電

化市場の冷え込みを主因に、住宅リフォームの取扱高が減少し減収となりました。 

一方、カードショッピングにつきましては、「エディオンカード」の会員数が200万人を超え、取扱高

が大きく伸長し全体を大きく牽引したことに加え、リボ残高の積上げも奏功し増収となっております。 

また、金融機関に対する保証も、株式会社みずほ銀行に加え、その他の金融機関に対して取組強化し

たことにより増収を確保することができました。 

 

営業費用につきましては、前年同期比22億円減の548億円となりました。 

一般経費は、生産性の向上によるコスト圧縮に取り組んできたことに加え、「エディオンカード」発

行に伴う先行コストの減少等が寄与し削減することができました。また、貸倒関係費は、不良債権の発

生は引き続き低水準で推移するものの、東日本大震災の影響に伴い被災地区におけるカウンセリング業

務を一時的に停止したこと等により、全体としては前年並みの水準となりました。 

 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、30億円の経常損失、31億円の四半期純損失となり

ました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

資産の状況につきましては、資産合計は前連結会計年度の4兆2,737億円から38億円増加し、4兆2,776

億円となりました。これは主に、割賦売掛金が増加したことによるものであります。 

 

負債の状況につきましては、負債合計は前連結会計年度の4兆824億円から68億円増加し、4兆893億円

となりました。これは主に、コマーシャル・ペーパーが増加したことによるものであります。 

 

また、純資産につきましては、前連結会計年度の1,912億円から29億円減少し、1,882億円となりまし

た。 
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(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、当社の主力分野であるオートローン及びオール電化や太陽光発電等の

住宅リフォームに関して、東日本大震災の影響によるサプライチェーンの混乱等により製品供給面に不

透明感があり、その常軌化と当社事業環境の回復及び好転時期について合理的な見通しを立てることが

困難であることから、平成23年５月10日の決算発表時において未定としておりました。 

しかしながら、自動車メーカー各社より生産回復の見通しが公表されるなど、製品供給面が常軌化に

向かう中、当社事業におきましても、今後の見通しに関する合理的な算出が可能となりましたので、第

２四半期連結累計期間及び通期の業績予想を公表いたしました。 

詳細につきましては、本日（平成23年７月29日）別途開示いたしました「業績予想及び配当予想に関

するお知らせ」をご参照ください。 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

・１株当たり当期純利益に関する会計基準 

当第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号  

平成22年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第４号 平成22年６月30日）を適用しております。 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定する

ストック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、スト

ック・オプションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に

変更しております。これによる前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額に与える影響はありません。 

 

・会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12

月４日）を適用しております。 



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 108,340 96,352

受取手形及び売掛金 1,747 1,819

割賦売掛金 861,574 874,005

信用保証割賦売掛金 2,620,326 2,607,496

資産流動化受益債権 392,149 383,193

事業貸付金 793 730

保証事業債権 354 279

販売用不動産 1,448 1,448

その他のたな卸資産 1,319 1,216

その他 332,089 359,342

貸倒引当金 △250,306 △250,120

流動資産合計 4,069,837 4,075,763

固定資産   

有形固定資産 113,836 114,111

無形固定資産   

のれん 690 657

その他 58,633 59,091

無形固定資産合計 59,324 59,749

投資その他の資産 30,777 28,030

固定資産合計 203,938 201,891

資産合計 4,273,775 4,277,655

－ 4 －
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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   

支払手形及び買掛金 279,324 281,012

信用保証買掛金 2,620,326 2,607,496

保証事業債務 354 279

短期借入金 83,455 88,798

1年内返済予定の長期借入金 358,909 347,825

未払法人税等 1,022 518

賞与引当金 3,449 1,875

事業整理損失引当金 23 23

割賦利益繰延 19,087 19,566

その他 238,394 284,548

流動負債合計 3,604,348 3,631,946

固定負債   

社債 267 267

長期借入金 408,572 394,372

退職給付引当金 12,638 12,950

役員退職慰労引当金 47 29

ポイント引当金 4,453 4,472

利息返還損失引当金 41,087 33,805

資産除去債務 269 258

負ののれん 571 326

その他 10,241 10,927

固定負債合計 478,148 457,410

負債合計 4,082,497 4,089,357

純資産の部   

株主資本   

資本金 150,000 150,000

資本剰余金 834 834

利益剰余金 45,695 42,488

自己株式 △40 △29

株主資本合計 196,490 193,294

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △137 △172

繰延ヘッジ損益 △869 △921

為替換算調整勘定 △6,673 △6,387

その他の包括利益累計額合計 △7,680 △7,481

新株予約権 19 23

少数株主持分 2,449 2,461

純資産合計 191,278 188,297

負債純資産合計 4,273,775 4,277,655
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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) 

営業収益   

事業収益   

信販業収益 54,652 47,816

その他の事業収益 2,374 2,474

事業収益合計 57,026 50,290

金融収益 160 177

その他の営業収益 1,346 1,381

営業収益合計 58,533 51,849

営業費用   

販売費及び一般管理費 52,504 50,566

金融費用 4,604 4,186

その他の営業費用 47 106

営業費用合計 57,156 54,859

営業利益又は営業損失（△） 1,377 △3,010

経常利益又は経常損失（△） 1,377 △3,010

特別利益   

投資有価証券売却益 388 －

投資有価証券割当益 185 －

特別利益合計 574 －

特別損失   

役員退職慰労金 251 －

投資有価証券評価損 109 36

その他 100 －

特別損失合計 460 36

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,491 △3,046

法人税、住民税及び事業税 126 393

法人税等調整額 △600 △253

法人税等合計 △473 139

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

1,964 △3,186

少数株主利益 0 11

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,964 △3,198

－ 6 －
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

1,964 △3,186

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △263 △35

繰延ヘッジ損益 △295 △51

為替換算調整勘定 161 286

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 0

その他の包括利益合計 △398 199

四半期包括利益 1,566 △2,986

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,571 △2,998

少数株主に係る四半期包括利益 △4 12

－ 7 －
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

 

      該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 

      該当事項はありません。 
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