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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）

（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 112,630 △3.5 7,262 21.8 7,269 23.0 4,441 29.1

23年3月期第2四半期 116,715 △1.8 5,961 15.9 5,911 15.4 3,440 158.1

(注) 包括利益 24年3月期第2四半期 4,458百万円(81.9％) 23年3月期第2四半期 2,450百万円(―％)

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 206 26 ―
23年3月期第2四半期 159 79 ―

（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2四半期 754,898 76,447 8.7

23年3月期 821,461 73,188 7.5

(参考) 自己資本 24年3月期第2四半期 65,621百万円 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 ― 22 00

24年3月期(予想) ― 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、対前期増減率)

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

通期 240,000 5.4 10,000 9.6 10,000 11.6 5,000 34.4 232 20

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。 

（四半期決算短信補足説明資料は、当社ホームページで同日開示しております。） 

  

  

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2Ｑ 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2Ｑ 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2Ｑ 21,533,051株 23年3月期2Ｑ 21,533,078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２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、震災被害からの回復・景気持ち直しに向かっている

ものの、台風などの自然災害や原子力発電所事故による放射能汚染の影響、さらに国外では欧米の金融危機

や高水準な円高等から未だ不安定な状況にあります。 

 当社グループの属するリース業界では、長引く円高による国内設備投資の減速や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傾向の中、工作機械、土木建設機械等、一部に復興需要が現れてきた

結果、業界全体の平成23年９月累計のリース取扱高は、前年同期比4.2％減の２兆1,462億69百万円となって

おります。（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２四半期連結累計期間におけるリース契約実

行高が、前年同期比18.5％減の495億30百万円と低調に推移しました。 

 また営業貸付事業においては、契約実行高は前年同期比15.1％減の1,090億72百万円となりました。 

 売上高は契約実行高の不振により苦戦が続いているものの、資金原価は改善しており、継続実施中の与信

管理体制の強化による貸倒引当金繰入額については想定以上に減少しております。 

以上により、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高1,126億30百万円（前年同期比3.5％減）、営業

利益72億62百万円（同21.8％増）、経常利益72億69百万円（同23.0％増）、四半期純利益44億41百万円（同

29.1％増）となりました。 

  

（事業の種類別セグメントの状況） 

 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、11ページの

（５）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9.3％減の952億21百万円となったものの、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、営業利益は前年同期比37.6％増の65億５百万円となりました。 

  

②営業貸付事業 

 営業貸付事業の売上高は、前年同期比6.9％減の22億33百万円となったものの、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、営業利益は前年同期比14.6％増の12億36百万円となりました。 

  

③リサ事業 

 第１四半期連結会計期間より株式会社リサ・パートナーズ（以下、リサ・パートナーズ）の損益を連結し

ており、これにより売上高は77億24百万円、営業利益は62百万円となりました。 

  

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19.1％減の75億31

百万円、営業利益は前年同期比77.2％減の２億１百万円となりました。 

  

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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当第２四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665億62百万円減少し、7,548

億98百万円となりました。主な要因としては、リース債権及びリース投資資産が394億20百万円、営業貸付

金が200億32百万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698億22百万円減少し、6,784億51百万円となりました。主な要因とし

ては、短期借入金が43億33百万円増加したものの、１年内返済予定の長期借入金が216億96百万円、コマー

シャル・ペーパーが470億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32億59百万円増加し、764億47百万円となりました。主な要因とし

ては、当第２四半期連結累計期間における44億41百万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７億22百万円によるものです。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、資金）は、458億60百万円となりまし

た。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果により得られた資金は640億88百万円（前年同期は、

419億52百万円の収入）となりました。これは主にリース債権及びリース投資資産の減少額394億20百万円、

営業貸付金の減少額200億32百万円があったことによります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果によって使用した資金は△５億95百万円（前年同期

は、25億57百万円の収入）となりました。これは主に貸付金の回収による収入29億83百万円があったもの

の、投資有価証券の取得による支出△20億62百万円、子会社株式の取得による支出△18億22百万円があった

ことによります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動によって使用した資金は△634億78百万円（前年同期は、△

442億12百万円の支出）となりました。これは主に長期借入による収入534億１百万円があったものの、長期

借入金の返済による支出△720億83百万円及びコマーシャル・ペーパーの減少額△470億円があったことによ

ります。 

  

平成24年３月期の連結業績予想につきましては、当第２四半期連結会計期間の実績を踏まえて、売上高

2,400億円、営業利益100億円、経常利益100億円、当期純利益50億円に修正いたします。 

  

（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
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 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．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．継続企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 45,733 45,754 

受取手形 70 1 

割賦債権 21,890 18,340 

リース債権及びリース投資資産 440,539 401,119 

賃貸料等未収入金 19,418 18,199 

営業貸付金 162,339 142,307 

買取債権 18,114 16,011 

営業投資有価証券 13,993 12,414 

販売用不動産 40,707 40,629 

その他 14,824 14,970 

貸倒引当金 △15,518 △14,968 

流動資産合計 762,114 694,780 

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産 13,645 14,898 

賃貸資産処分損引当金 △110 △92 

社用資産 924 917 

有形固定資産合計 14,459 15,724 

無形固定資産   

賃貸資産 538 714 

のれん 9,833 10,636 

その他 5,939 6,221 

無形固定資産合計 16,311 17,573 

投資その他の資産   

投資有価証券 21,452 20,500 

その他 12,192 11,173 

貸倒引当金 △5,068 △4,853 

投資その他の資産合計 28,576 26,820 

固定資産合計 59,347 60,117 

資産合計 821,461 754,898 
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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 1,396 342 

買掛金 12,058 9,579 

短期借入金 25,044 29,377 

1年内返済予定の長期借入金 151,316 129,619 

1年内償還予定の社債 － 10,000 

コマーシャル・ペーパー 133,000 86,000 

債権流動化に伴う支払債務 1,460 － 

未払法人税等 4,548 4,544 

賞与引当金 － 96 

災害損失引当金 225 170 

その他 24,985 21,580 

流動負債合計 354,035 291,311 

固定負債   

社債 25,000 15,000 

長期借入金 359,120 362,038 

退職給付引当金 1,329 1,388 

その他 8,787 8,712 

固定負債合計 394,237 387,139 

負債合計 748,273 678,451 

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 56,922 

自己株式 △0 △0 

株主資本合計 61,379 65,347 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 53 232 

繰延ヘッジ損益 144 56 

為替換算調整勘定 △7 △15 

その他の包括利益累計額合計 190 274 

新株予約権 69 － 

少数株主持分 11,548 10,826 

純資産合計 73,188 76,447 

負債純資産合計 821,461 754,898 
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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 116,715 112,630 

売上原価 102,860 98,012 

売上総利益 13,855 14,618 

販売費及び一般管理費 7,894 7,355 

営業利益 5,961 7,262 

営業外収益   

受取利息 28 6 

受取配当金 18 20 

投資有価証券売却益 27 27 

持分法による投資利益 1 15 

会員権退会益 － 31 

その他 28 48 

営業外収益合計 104 149 

営業外費用   

支払利息 62 37 

投資有価証券売却損 10 － 

為替差損 34 29 

投資事業組合関連費 42 11 

賃貸費用 － 32 

その他 4 30 

営業外費用合計 154 142 

経常利益 5,911 7,269 

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 － 7,339 

匿名組合損益分配額 － 17 

税金等調整前四半期純利益 5,834 7,321 

法人税、住民税及び事業税 3,217 4,583 

法人税等調整額 △824 △1,642 

法人税等合計 2,393 2,941 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,440 4,380 

少数株主損失（△） － △61 

四半期純利益 3,440 4,441 
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 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 3,440 4,380 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △899 174 

繰延ヘッジ損益 △84 △87 

為替換算調整勘定 △5 △7 

その他の包括利益合計 △989 78 

四半期包括利益 2,450 4,458 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,450 4,525 

少数株主に係る四半期包括利益 － △66 
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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 5,834 7,321 

減価償却費 1,633 2,058 

のれん償却額 － 484 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,519 △765 

災害損失引当金の増減額（△は減少） － △54 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △85 58 

賞与引当金の増減額（△は減少） － 96 

賃貸資産処分損益（△は益） △539 △460 

投資有価証券売却損益（△は益） △16 △27 

投資有価証券評価損益（△は益） － 6 

受取利息及び受取配当金 △46 △26 

資金原価及び支払利息 3,051 3,027 

為替差損益（△は益） △551 △431 

デリバティブ評価損益（△は益） △149 △38 

持分法による投資損益（△は益） △1 △15 

賃貸資産の取得による支出 △1,146 △2,984 

賃貸資産の売却による収入 1,096 741 

割賦債権の増減額（△は増加） 2,603 3,550 

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増
加）

37,257 39,420 

営業貸付金の増減額（△は増加） △10,891 20,032 

売上債権の増減額（△は増加） 415 1,386 

買取債権の増減額（△は増加） － 2,102 

営業投資有価証券の増減額（△は増加） － 1,578 

販売用不動産の増減額（△は増加） － △61 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,015 △3,613 

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,912 △1,296 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 77 － 

その他 1,544 △229 

小計 44,532 71,858 

利息及び配当金の受取額 222 112 

利息の支払額 △2,958 △3,323 

法人税等の支払額 △49 △4,558 

法人税等の還付額 205 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー 41,952 64,088 
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(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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 3,708 500 

社用資産の取得による支出 △1,664 △1,013 

投資有価証券の取得による支出 △637 △2,062 

投資有価証券の売却による収入 68 696 

投資有価証券の償還による収入 1,054 205 

子会社株式の取得による支出 － △1,822 

貸付けによる支出 － △118 

貸付金の回収による収入 － 2,983 

会員権の退会による収入 － 32 

その他 28 3 

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,557 △595 

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） △2,897 4,442 

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） △56,000 △47,000 

長期借入れによる収入 33,905 53,401 

長期借入金の返済による支出 △30,717 △72,083 

債権流動化の返済による支出 △3,030 △1,460 

社債の発行による収入 15,000 － 

自己株式の取得による支出 △0 － 

配当金の支払額 △473 △473 

少数株主への配当金の支払額 － △1,949 

少数株主からの払込みによる収入 － 1,663 

その他 － △18 

財務活動によるキャッシュ・フロー △44,212 △63,478 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △51 △39 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 245 △24 

現金及び現金同等物の期首残高 24,532 45,884 

現金及び現金同等物の四半期末残高 24,778 45,860 
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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） 

 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 

（単位：百万円）

 
 (注)  セグメント利益の調整額△７億29百万円は、セグメント利益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 

（単位：百万円）

 
 (注)1. セグメント利益の調整額△７億43百万円は、セグメント利益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△80百万円は、親子間 

    取引による相殺額であります。 

  

    2. 第１四半期連結会計期間より、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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 104,588 2,471 9,656 116,715 - 116,715

セグメント利益 5,126 332 1,232 6,690 △729 5,961

 報告セグメント

調整額

（注）1

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 95,221 2,233 7,724 7,531 112,711 △80 112,630

セグメント利益 6,505 1,236 62 201 8,005 △743 7,262
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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 

（のれんの金額の重要な変動） 

 当第２四半期連結会計期間にリサ・パートナーズの株式を追加取得したことにより、リサ事業

において14億30百万円ののれんが発生しております。 

  

 ３.報告セグメントの変更等に関する事項 

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) セグメント利益の調整額△７億29百万円は、セグメント利益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） 

 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 105,006 2,400 ― 9,308 116,715 - 116,715

セグメント利益 4,727 1,078 ― 884 6,690 △729 5,961

（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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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） 

 
  

 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） 

（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 105,006 92,364 12,641 2,864 9,777 5,049 4,727

営業貸付事業 2,400 - 2,400 109 2,290 1,211 1,078

リサ事業 - - - - - - -

その他の事業 9,308 7,505 1,802 15 1,787 902 884

調整 - - - - - 729 △729

合計 116,715 99,870 16,844 2,989 13,855 7,894 5,961

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 95,221 83,645 11,575 2,273 9,301 2,795 6,505

営業貸付事業 2,233 - 2,233 259 1,974 738 1,236

リサ事業 7,724 4,375 3,349 826 2,522 2,460 62

その他の事業 7,531 6,691 840 11 828 627 201

調整 △80 - △80 △71 △9 733 △743

合計 112,630 94,712 17,918 3,300 14,618 7,355 7,262
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 （注）当第２四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124億14百万円、 

買取債権が160億11百万円、投資有価証券が91億52百万円、販売用不動産が406億29百万円となっております。 

  

（２）営業資産残高

前第２四半期 当第２四半期  （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9月30日） （平成23年9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 482,408 75.5 435,072 65.9 △47,335 476,614 65.7

        

営業貸付事業 156,133 24.5 147,094 22.3 △9,039 166,617 22.9

リサ事業 ― ― 78,208 11.8 78,208 82,596 11.4

        

合計 638,542 100.0 660,376 100.0 21,834 725,829 100.0
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