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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 115,166 0.1 8,733 12.0 8,744 12.8 5,134 15.6
23年3月期第2四半期 115,017 0.6 7,800 48.8 7,750 51.3 4,440 46.8

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 5,118百万円 （15.6％） 23年3月期第2四半期 4,426百万円 （―％）

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2四半期 164.49 ―

23年3月期第2四半期 142.24 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 629,043 106,375 16.9
23年3月期 617,109 101,882 16.5

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  106,119百万円 23年3月期  101,648百万円

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  ：  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

23年3月期 ― 19.00 ― 20.00 39.00

24年3月期 ― 19.50

24年3月期（予想） ― 19.50 39.00

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、対前期増減率） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 

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 233,000 1.4 17,000 38.8 16,900 38.6 9,800 39.6 313.93



(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 

(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報告書の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
基づく四半期報告書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．平成23年4月26日に公表いたしました連結業績予想を変更しております。 
２．本資料に記載されている業績予想は、現時点で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、今後様々な要因により、これらの業績予
想とは異なる場合があることをご承知おきください。なお、予想数値に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）4ページをご参照ください。  
 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 31,243,223 株 23年3月期 31,243,223 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 26,004 株 23年3月期 25,964 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 31,217,230 株 23年3月期2Q 31,217,328 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

（第２四半期連結累計期間の連結経営成績） 

  

当第２四半期連結累計期間において、国内企業の景況感は震災の影響により前半は落ち込んだものの後半は回

復傾向にあります。しかし、円高の影響や世界経済の減速などにより、景気の先行きは未だ不透明な状態が続いて

います。 

このような経済環境の中、当社グループにおいては、４月に発表しました中期経営計画に基づき、顧客層の拡

大を図るため、有力ベンダーへの付加価値提供の強化に加え、優良ユーザーへの接点強化や新規分野の開拓を行い

ました。その結果、取扱高は前年同期比 ％増加の 億円となりました。売上高は前年同期とほぼ同額の

億円となりました。政府の支援策等による貸倒費用の減少に加え、再リースの増加や資金調達費用の減少に

より、営業利益は前年同期比 ％増加し 億円となりました。四半期純利益は前年同期比 ％増加し 億円と

なりました。 

  

  

【リース・割賦】 

リース・割賦事業は、事務用・情報機器や医療機器などが伸長し、取扱高は前年同期比 ％増加し、 億

円となりました。その結果、営業資産残高は前期末比 億円増加し、 億円となりました。 

リース・割賦事業の売上高は 億円と前年同期と同水準を維持しました。貸倒費用の減少や資金調達費用の

減少により、セグメント利益は前年同期比 億円増加し、 億円となりました。 

  

【金融サービス】 

金融サービス事業は、住宅関連融資が伸長し、融資取扱高が前年同期比 ％増加しました。営業資産残高は

前期末比 億円増加し、 億円となりました。売掛金集金代行サービスは順調に伸長しましたが、その他手数料

が減少したことで売上高は微増収となりました。セグメント利益は前年同期比1.8%増加し、9億52百万円となりま

した。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

  前第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）

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成23年４月１日 

至 平成23年９月30日）

増 減 

  金額 伸率(%) 

売上高（百万円）  115,017  115,166  149  0.1

営業利益（百万円）  7,800  8,733  933  12.0

経常利益（百万円）  7,750  8,744  993  12.8

四半期純利益（百万円）  4,440  5,134  694  15.6

１株当たり四半期純利益 142円24銭 164円49銭 22円25銭  

（取扱高） 

リース・割賦事業（百万円）  119,398  130,185  10,787  9.0

金融サービス事業（百万円）  6,970  10,726  3,756  53.9

取扱高合計（百万円）  126,369  140,912  14,543  11.5

11.5 1,409

1,151

12.0 87 15.6 51

  

売上高（百万円） セグメント利益（百万円） 営業資産（百万円） 

前四半期

累計 

当四半期

累計 
増減 

前四半期

累計 

当四半期

累計 
増減 前期末 

当四半期

末 
増減 

リース・割賦  112,287  112,434  147  7,187  8,137  949  467,837  474,729  6,892

金融サービス  2,249  2,259  9  935  952  16  74,439  79,668  5,228

報告セグメント計  114,537  114,694  157  8,122  9,089  966  542,277  554,398  12,121

9.0 1,301

68 4,747

1,124

9 81

53.9

52 796



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産の状況） 

*営業資産には報告セグメントの営業資産に加え、その他事業の営業資産を含めております。  

【総資産】 

当第２四半期末の総資産は、営業資産残高が 億円増加したことにより、前期末比 ％増加し 億円とな

りました。 

  

【純資産】 

純資産は、当四半期純利益による 億円の増加と、剰余金の配当６億円による減少で、前期末比 億円増加

し、 億円となりました。自己資本比率は前期末の16.5％から0.4ポイント上昇し、 ％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

    

【営業活動によるキャッシュ・フロー】 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間が124億円の収入に対して、当第２四半期連

結累計期間は84億円の支出となり209億円の減少となりました。この収入の減少は、リース債権及びリース投資資

産のキャッシュ・フローが前第２四半期連結累計期間において49億円の純減少（収入）に対し、当第２四半期連結

累計期間では49億円純増加（支出）となり前年同累計期間に比べ98億円支出が増加したことと、同様に営業貸付金

のキャッシュ・フローが10億円の純減少（収入）に対し、46億円の純増加（支出）となり57億円支出が増加したこ

となどが主な要因であります。 

  

【投資活動によるキャッシュ・フロー】 

投資活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間に比べて１億円増加し、３億円の支出とな

りました。これは主に社用資産の取得によるものであります。 

  

【財務活動によるキャッシュ・フロー】 

財務活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間124億円の支出から当第２四半期連結累計期

間82億円の収入となりました。前第２四半期連結累計期間においては、有利子負債の返済により大幅な支出となり

ました。当第２四半期連結累計期間は、借入返済による純支出190億円、コマーシャル・ペーパーの発行による収

入280億円、期末配当金の支払額６億円を要因として82億円の資金収入となりました。 

   

  

  

前連結会計年度末 

（平成23年3月31日） 

当第２四半期連結会計期間末 

（平成23年９月30日） 

増 減 

金額 伸率(%) 

 総資産（百万円）  617,109  629,043  11,933  1.9

 *営業資産（百万円）  545,504  557,031  11,526  2.1

 その他（百万円）  71,604  72,011  407  0.6

 純資産（百万円）  101,882  106,375  4,493  4.4

 自己資本比率（％）  16.5  16.9 ＋0.4 

115 1.9 6,290

51 44

1,063 16.9

  

前第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)  

当第２四半期 

連結累計期間 

  (自 平成23年4月 1日 

  至 平成23年9月30日)  

増減 

 営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円）  12,487  △8,432  △20,920

 投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円）  △156  △302  △146

 財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円）  △12,407  8,294  20,702

 現金及び現金同等物四半期末残高（百万円）  413  1,615  1,201



（３）連結業績予想に関する定性的情報 

（修正理由） 

欧州の債務問題や円高による輸出業者不振、中小企業の倒産増加の可能性など懸念材料がありますが、第２四半

期までの業績動向及び今後の見通しを踏まえ、通期の業績予想を上記のように前回予想値から上方修正いたしま

す。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。  

  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

前回発表予想（Ａ） 225,100 13,500 13,300 7,600 243.46

今回修正予想（Ｂ） 233,000 17,000 16,900 9,800 313.93

増減額（Ｂ－Ａ） 7,900 3,500 3,600 2,200       － 

増減率（％） 3.5 25.9 27.1 28.9       － 

（ご参考）前期実績 

（平成23年3月期） 
229,736 12,248 12,190 7,021 224.92

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,056 1,615 

受取手形及び売掛金 25 47 

割賦債権 45,037 45,664 

リース債権及びリース投資資産 418,089 423,023 

営業貸付金 77,667 82,301 

その他の営業貸付債権 17,362 17,925 

その他の営業資産 4,890 4,922 

賃貸料等未収入金 8,753 8,477 

その他の流動資産 44,722 45,552 

貸倒引当金 △15,051 △15,149 

流動資産合計 603,553 614,380 

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産 8,400 9,694 

社用資産 712 660 

有形固定資産合計 9,112 10,355 

無形固定資産   

賃貸資産 84 185 

その他の無形固定資産 1,814 1,718 

無形固定資産合計 1,899 1,903 

投資その他の資産   

投資有価証券 753 685 

その他 1,789 1,717 

投資その他の資産合計 2,543 2,403 

固定資産合計 13,555 14,662 

資産合計 617,109 629,043 



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,456 16,694 

短期借入金 146,627 136,123 

1年内返済予定の長期借入金 107,711 66,703 

コマーシャル・ペーパー － 28,000 

未払法人税等 4,763 3,294 

割賦未実現利益 3,775 3,837 

賞与引当金 658 717 

役員賞与引当金 15 － 

その他の流動負債 38,454 39,268 

流動負債合計 319,462 294,639 

固定負債   

社債 75,000 75,000 

長期借入金 117,216 149,647 

退職給付引当金 548 569 

その他の固定負債 3,000 2,810 

固定負債合計 195,764 228,027 

負債合計 515,227 522,667 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,896 7,896 

資本剰余金 10,160 10,160 

利益剰余金 83,499 88,010 

自己株式 △46 △46 

株主資本合計 101,510 106,021 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 137 97 

その他の包括利益累計額合計 137 97 

少数株主持分 233 256 

純資産合計 101,882 106,375 

負債純資産合計 617,109 629,043 



（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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高 115,017 115,166 

売上原価 100,027 99,859 

売上総利益 14,990 15,307 

販売費及び一般管理費 7,189 6,573 

営業利益 7,800 8,733 

営業外収益   

受取利息 － 0 

受取配当金 9 9 

その他の営業外収益 23 11 

営業外収益合計 32 21 

営業外費用   

支払利息 13 9 

社債発行費 64 － 

その他の営業外費用 5 1 

営業外費用合計 82 10 

経常利益 7,750 8,744 

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 59 － 

特別損失合計 59 － 

税金等調整前四半期純利益 7,690 8,744 

法人税、住民税及び事業税 3,368 3,228 

法人税等調整額 △149 356 

法人税等合計 3,218 3,585 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,471 5,158 

少数株主利益 31 23 

四半期純利益 4,440 5,134 



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,471 5,158 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △45 △40 

その他の包括利益合計 △45 △40 

四半期包括利益 4,426 5,118 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,395 5,094 

少数株主に係る四半期包括利益 31 23 



(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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23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 7,690 8,744 

賃貸資産減価償却費 2,606 2,440 

社用資産減価償却費及び除却損 429 436 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,189 97 

賞与引当金の増減額（△は減少） 22 58 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15 △15 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23 20 

受取利息及び受取配当金 △11 △10 

資金原価及び支払利息 1,746 1,199 

社債発行費 64 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 59 － 

割賦債権の増減額（△は増加） △4,442 △564 

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増
加）

4,953 △4,934 

営業貸付金の増減額（△は増加） 1,097 △4,633 

賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） 1,220 276 

賃貸資産の取得による支出 △2,505 △3,919 

仕入債務の増減額（△は減少） 988 △761 

その他 1,131 △952 

小計 16,250 △2,518 

利息及び配当金の受取額 11 10 

利息の支払額 △1,723 △1,313 

法人税等の支払額 △2,050 △4,611 

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,487 △8,432 

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 △155 △316 

その他 △0 13 

投資活動によるキャッシュ・フロー △156 △302 

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） 4,299 △10,504 

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） △9,000 28,000 

長期借入れによる収入 34,588 48,033 

長期借入金の返済による支出 △61,607 △56,609 

社債の発行による収入 19,936 － 

配当金の支払額 △624 △624 

その他 △0 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △12,407 8,294 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △76 △440 

現金及び現金同等物の期首残高 489 2,056 

現金及び現金同等物の四半期末残高 413 1,615 



該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第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） 

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  

（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、リコーグループ会社への融

資、リコーグループのファクタリング、計測・校正・機器点検等の受託技術サービス等を含んでおりま

す。 

２．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） 

（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。 

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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
リース・割賦 金融サービス 計 

売上高           

外部顧客への売上高  112,287  2,249  114,537  480  115,017

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計  112,287  2,249  114,537  480  115,017

セグメント利益  7,187  935  8,122  98  8,220

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  8,122

「その他」の区分の利益  98

全社費用（注）  △420

四半期連結損益計算書の営業利益  7,800



Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９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  

（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、リコーグループ会社への融

資、リコーグループのファクタリング、計測・校正・機器点検等の受託技術サービス等を含んでおりま

す。 

２．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） 

（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。 

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。 

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

   

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
リース・割賦 金融サービス 計 

売上高           

外部顧客への売上高  112,434  2,259  114,694  472  115,166

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計  112,434  2,259  114,694  472  115,166

セグメント利益  8,137  952  9,089  92  9,181

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  9,089

「その他」の区分の利益  92

全社費用（注）  △447

四半期連結損益計算書の営業利益  8,733

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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