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(百万円未満切捨て)

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 348,923 △3.7 21,624 5.9 24,411 8.6 13,337 13.7

23年３月期第２四半期 362,378 △4.6 20,415 54.7 22,488 50.1 11,731 45.9

(注) 包括利益 24年３月期第２四半期 13,147百万円(14.2％) 23年３月期第２四半期 11,508百万円(－％)

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 125 11  ―
23年３月期第２四半期 110 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２四半期 2,189,144 189,734 8.2

23年３月期 2,184,599 178,752 7.8

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 180,507百万円 23年３月期 170,000百万円

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  ― 19 00  ― 21 00 40 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 690,000 △3.3 37,000 △9.8 41,000 △7.2 24,500 3.6 229 80



  

 

 

 
  

  

・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おり

ません。 

  

（将来に関する記述等についてのご注意） 

・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。 

  

（四半期決算補足説明資料及び四半期決算説明会内容の入手方法） 

・四半期決算短信補足説明資料はＴＤｎｅｔで同日開示しております。 

・当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料について

は、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。 

平成23年11月８日（火）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 

・上記説明会のほかにも、当社では、個人投資家の皆様向けに適宜、事業・業績に関する説明会を開催

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

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

(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 106,624,620株 23年３月期 106,624,620株

② 期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 12,970株 23年３月期 12,377株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期２Ｑ 106,611,977株 23年３月期２Ｑ 106,613,764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



  

目  次 

                                                                       頁 

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………２ 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………３ 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………４ 

２．サマリー情報(その他)に関する事項 …………………………………………………５ 

(1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………５ 

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………６ 

(1) 四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………６ 

(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 …………………………８ 

四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………８ 

四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………………９ 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………10 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………12 

(5) セグメント情報等 ……………………………………………………………………12 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………13 

(7) 重要な後発事象 ………………………………………………………………………13 

４．補足情報 …………………………………………………………………………………14 

(1) 最近における四半期毎の業績の推移 ………………………………………………14 

(2) 営業取引の状況 ………………………………………………………………………15 

  

  

○添付資料の目次

東京センチュリーリース㈱(8439)　平成24年３月期　第２四半期決算短信

1



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災や原子力発電所の事故に伴う電力供給制約の影

響により経済活動が一時的に停滞しましたが、企業の生産活動・輸出・設備投資などの一部に持ち直しの動きがみ

られました。しかしながら、欧州の金融不安や米国の景気停滞懸念が深刻化するとともに、それらに起因する円高

の進行や長引くデフレなど、依然として厳しい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、中期３ヵ年経営計画の２年目にあたり、営業基盤の強化策と

して、伊藤忠商事株式会社との共同出資による子会社を設立し、伊藤忠グループに関連したファイナンス取引の拡

大を図るとともに、環境エネルギー部を新設し、成長期待分野である環境・エネルギー分野への取り組みを強化す

る体制を整えました。また、財務基盤の強化策として、合併後初となる無担保社債（社債間限定同順位特約付）及

び香港市場においてオフショア人民元建無担保普通社債の発行を行うなど、資金調達の多様化に注力してまいりま

した。 

(営業取引の状況) 

事業の成果としましては、当第２四半期連結累計期間の契約実行高は前年同四半期連結累計期間に比べて40.5％

増の4,953億55百万円となりました。また、営業資産残高は前連結会計年度末に比べて0.4％増の２兆316億56百万円

となりました。 

 
(注）賃貸取引については、当第２四半期連結累計期間に取得した賃貸用資産の取得価額、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。 

 
(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。 

(損益の状況) 

損益面については、売上高は前年同四半期連結累計期間に比べて3.7％減の3,489億23百万円となりました。営業

利益は資金原価及び貸倒関連費用の減少等により同5.9％増の216億24百万円、経常利益は同8.6％増の244億11百万

円、四半期純利益は同13.7％増の133億37百万円となりました。  

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

セグメントの名称 契約実行高(百万円) 前年同四半期比(％)

賃貸・割賦事業 287,750 17.4

ファイナンス事業 207,604 93.2

合計 495,355 40.5

セグメントの名称 期末残高(百万円) 前年度末比(％)

賃貸・割賦事業 1,564,945 △0.7

ファイナンス事業 466,711 4.1

合計 2,031,656 0.4

前第２四半期
連結累計期間 
(百万円)

当第２四半期
連結累計期間 
(百万円)

増減

金額(百万円) 増減率(％)

売上高 362,378 348,923 △13,454 △3.7

営業利益 20,415 21,624 1,208 5.9

経常利益 22,488 24,411 1,922 8.6

四半期純利益 11,731 13,337 1,606 13.7
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(セグメント別業績の概況) 

セグメント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、契約実行高は前年同四半期連結累計期間に比べて17.4％増の2,877億50百万円となりま

した。また、売上高は前年同四半期連結累計期間に比べて4.1％減の3,384億29百万円、営業利益は211億73百万

円（同4.5％減）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、契約実行高は前年同四半期連結累計期間に比べて93.2％増の2,076億４百万円となり

ました。また、売上高は前年同四半期連結累計期間に比べて6.8％増の66億27百万円、営業利益は37億16百万円

（同85.8％増）となりました。 

③  その他 

報告セグメントに含まれないその他の事業では、売上高は前年同四半期連結累計期間に比べて24.0％増の38億

66百万円、営業利益は７億94百万円（同46.1％増）となりました。 

（資産、負債及び純資産の状況） 

①  資産 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて45億44百万円（0.2％）増加し２兆

1,891億44百万円となりました。主な要因は、営業資産の増加であります。 

○営業資産 

当第２四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79億34百万円（0.4％）増加

し２兆316億56百万円となりました。 

セグメント別残高は、賃貸・割賦事業が1兆5,649億45百万円、ファイナンス事業が4,667億11百万円であ

ります。 

②  負債 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて64億37百万円（0.3％）減少し１兆

9,994億９百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少140億77百万円及び有利子負債の増加で

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93億97百万円（0.5％）増加し１兆7,512億94百万円となりまし

た。 

有利子負債の内訳でみると、短期調達においては、短期借入金及び債権流動化による調達が増加したこと

等から、前連結会計年度末に比べて230億99百万円（2.5％）増加し9,649億29百万円となりました。長期調達

においては、普通社債を200億円発行したこと等から社債が増加したものの長期借入金及び債権流動化による

長期調達が減少したため、前連結会計年度末に比べて137億１百万円（1.7％）減少し7,863億65百万円となり

ました。 

③  純資産 

純資産は、前連結会計年度末に比べて109億82百万円（6.1％）増加し1,897億34百万円となりました。主な要

因は、利益剰余金が110億98百万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0.4ポイント上昇し8.2％となりました。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況） 

（単位：百万円） 

 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動では、賃貸資産減価償却費が130億83百万円、リース債権及びリース投資資産の減少額が76億89百万

円となりましたが、賃貸資産の取得による支出が150億69百万円、仕入債務の減少額が140億85百万円となったこ

と等により、82億21百万円の支出（前第２四半期連結累計期間は829億88百万円の収入）となりました。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動では、投資有価証券の売却及び償還による収入12億52百万円及び投資有価証券の取得による支出10億

59百万円等により、74百万円の収入（前第２四半期連結累計期間は254億65百万円の収入）となりました。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動では、長期借入金の減少額が168億65百万円、債権流動化の減少額が98億９百万円となりましたが、

社債の発行による収入が235億92百万円、短期借入金の増加額が184億99百万円となったこと等により、87億52百

万円の収入（前第２四半期連結累計期間は1,334億80百万円の支出）となりました。 

これらにより、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は、335億68百万円となりました。 

平成23年５月９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。 

  

前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間

増減額

営業活動キャッシュ・フロー 82,988 △8,221 △91,209

投資活動キャッシュ・フロー 25,465 74 △25,390

財務活動キャッシュ・フロー △133,480 8,752 142,232

現金・現金同等物四半期末残高 25,739 33,568 7,829

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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(税金費用の計算） 

当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する方法を採用しております。  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

(1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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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）

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 30,095 31,979

割賦債権 203,417 207,322

リース債権及びリース投資資産 1,255,790 1,241,621

営業貸付債権 367,120 372,991

営業投資有価証券 76,042 89,061

その他の営業資産 526 612

賃貸料等未収入金 16,039 13,847

有価証券 4,000 2,000

商品及び製品 1,086 1,092

繰延税金資産 3,390 3,265

その他の流動資産 31,242 31,920

貸倒引当金 △7,788 △6,800

流動資産合計 1,980,963 1,988,913

固定資産

有形固定資産

賃貸資産 127,578 127,266

賃貸資産前渡金 2,301 2,356

社用資産 3,134 3,029

有形固定資産合計 133,013 132,651

無形固定資産

賃貸資産 327 278

その他の無形固定資産 5,448 4,589

無形固定資産合計 5,775 4,868

投資その他の資産

投資有価証券 45,631 43,192

破産更生債権等 6,236 5,953

繰延税金資産 3,162 3,306

その他の投資 12,530 12,554

貸倒引当金 △2,713 △2,296

投資その他の資産合計 64,847 62,710

固定資産合計 203,636 200,230

資産合計 2,184,599 2,189,144
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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

支払手形及び買掛金 134,366 120,289

短期借入金 281,030 299,329

1年内償還予定の社債 1,500 2,600

1年内返済予定の長期借入金 271,974 303,969

コマーシャル・ペーパー 630,300 626,100

債権流動化に伴う支払債務 30,500 39,500

1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払
債務

28,220 20,011

未払法人税等 6,914 8,396

繰延税金負債 412 533

割賦未実現利益 11,581 11,543

賞与引当金 1,638 1,637

役員賞与引当金 79 46

その他の流動負債 42,678 40,281

流動負債合計 1,441,197 1,474,239

固定負債

社債 － 22,408

長期借入金 484,991 434,595

債権流動化に伴う長期支払債務 13,380 2,780

繰延税金負債 3,797 3,866

退職給付引当金 970 955

役員退職慰労引当金 88 90

メンテナンス引当金 107 99

負ののれん 179 68

その他の固定負債 61,134 60,304

固定負債合計 564,650 525,170

負債合計 2,005,847 1,999,409

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 131,485 142,583

自己株式 △11 △12

株主資本合計 171,242 182,340

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,726 675

繰延ヘッジ損益 1,973 2,280

為替換算調整勘定 △4,942 △4,788

その他の包括利益累計額合計 △1,242 △1,832

少数株主持分 8,751 9,226

純資産合計 178,752 189,734

負債純資産合計 2,184,599 2,189,144
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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 362,378 348,923

売上原価 326,619 313,104

売上総利益 35,758 35,819

販売費及び一般管理費 15,342 14,195

営業利益 20,415 21,624

営業外収益

受取利息 43 18

受取配当金 448 584

為替差益 309 282

持分法による投資利益 1,056 1,285

その他の営業外収益 709 1,019

営業外収益合計 2,568 3,191

営業外費用

支払利息 351 293

その他の営業外費用 144 111

営業外費用合計 495 404

経常利益 22,488 24,411

特別利益

投資有価証券売却益 70 249

その他 9 2

特別利益合計 80 252

特別損失

投資有価証券評価損 1,574 2,194

その他 446 5

特別損失合計 2,020 2,200

税金等調整前四半期純利益 20,548 22,463

法人税等 8,475 8,754

少数株主損益調整前四半期純利益 12,072 13,709

少数株主利益 341 371

四半期純利益 11,731 13,337
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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 12,072 13,709

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △781 △1,053

繰延ヘッジ損益 773 332

為替換算調整勘定 △530 163

持分法適用会社に対する持分相当額 △25 △5

その他の包括利益合計 △563 △562

四半期包括利益 11,508 13,147

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 11,175 12,747

少数株主に係る四半期包括利益 333 399
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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 20,548 22,463

賃貸資産減価償却費 12,473 13,083

賃貸資産除却損 1,373 5,179

社用資産減価償却費及び除却損 1,350 1,396

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 1,574 2,194

為替差損益（△は益） △309 △282

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,253 △1,409

賞与引当金の増減額（△は減少） 19 △1

退職給付引当金の増減額（△は減少） △129 △14

受取利息及び受取配当金 △492 △603

資金原価及び支払利息 8,199 6,291

持分法による投資損益（△は益） △1,056 △1,285

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △68 △249

割賦債権の増減額（△は増加） 19,121 △3,279

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は
増加）

41,052 7,689

営業貸付債権の増減額（△は増加） 33,499 △6,025

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △5,550 △13,018

賃貸資産の取得による支出 △10,614 △15,069

破産更生債権等の増減額（△は増加） 2,571 287

仕入債務の増減額（△は減少） △28,026 △14,085

その他 900 854

小計 93,182 4,115

利息及び配当金の受取額 783 938

利息の支払額 △8,531 △6,475

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,446 △6,799

営業活動によるキャッシュ・フロー 82,988 △8,221

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 △3,350 △267

投資有価証券の売却及び償還による収入 179 1,252

投資有価証券の取得による支出 △6 △1,059

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 －

その他 1,966 149

投資活動によるキャッシュ・フロー 25,465 74

東京センチュリーリース㈱(8439)　平成24年３月期　第２四半期決算短信

10



(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)

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） △45,163 18,499

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減
少）

53,000 △4,200

長期借入れによる収入 50,529 138,275

長期借入金の返済による支出 △164,397 △155,140

債権流動化による収入 1,000 9,000

債権流動化の返済による支出 △26,510 △18,809

社債の発行による収入 － 23,592

配当金の支払額 △1,919 △2,238

自己株式の取得による支出 △1 △0

その他 △17 △225

財務活動によるキャッシュ・フロー △133,480 8,752

現金及び現金同等物に係る換算差額 △182 88

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △25,208 694

現金及び現金同等物の期首残高 50,947 32,793

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 80

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,739 33,568
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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）「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。 

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) 
（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。 

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 

金額的重要性が低いため、記載を省略しております。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報等

 
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 353,055 6,203 359,258 3,119 362,378

セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

－ － － 230 230

計 353,055 6,203 359,258 3,349 362,608

セグメント利益 22,180 2,000 24,180 544 24,724

利益 金額

報告セグメント計 24,180

「その他」の区分の利益 544

セグメント間取引消去 △230

全社費用（注） △4,078

四半期連結損益計算書の営業利益 20,415
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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）「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。 

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) 
（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。 

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 

金額的重要性が低いため、記載を省略しております。 

該当事項はありません。 

当社は、平成23年10月17日付で第２回無担保社債（社債間限定同順位特約付）を発行いたしました。その

概要は次のとおりであります。 

１．発行総額 ：金20,000百万円 

２．発行価格 ：各社債の金額100円につき金100円 

３．利    率 ：年0.54％ 

４．償還金額 ：各社債の金額100円につき金100円 

５．償還期限 ：平成26年10月17日 

６．払込期日 ：平成23年10月17日 

７．担    保 ：本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている

資産はありません。 

８．資金の使途：平成23年10月末までに全額をリース物件を含む設備資金に充当する予定でありま

す。 

 
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 338,429 6,627 345,057 3,866 348,923

セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

－ － － 352 352

計 338,429 6,627 345,057 4,218 349,276

セグメント利益 21,173 3,716 24,889 794 25,684

利益 金額

報告セグメント計 24,889

「その他」の区分の利益 794

セグメント間取引消去 △352

全社費用（注） △3,707

四半期連結損益計算書の営業利益 21,624

(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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平成24年３月期（連結） 

 
  

平成23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

23年４月～23年６月 23年７月～23年９月

 百万円 百万円

売上高 171,311 177,612

売上総利益 17,879 17,939

営業利益 11,071 10,552

経常利益 12,602 11,809

税金等調整前四半期純利益 12,816 9,647

四半期純利益 7,495 5,842

 円 銭 円 銭

１株当たり四半期純利益 70 30 54 81

 百万円 百万円

総資産 2,170,968 2,189,144

純資産 184,901 189,734

自己資本比率（％） 8.1 8.2

 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

22年４月～22年６月 22年７月～22年９月 22年10月～22年12月 23年１月～23年３月

 百万円 百万円 百万円 百万円

売上高 181,119 181,258 177,173 173,630

売上総利益 18,242 17,516 17,458 18,376

営業利益 10,603 9,812 9,765 10,852

経常利益 11,862 10,625 10,743 10,937

税金等調整前四半期純利益 10,514 10,034 10,539 9,617

四半期純利益 5,610 6,120 5,851 6,064

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１株当たり四半期純利益 52  62 57  41 54  89 56  88

 百万円 百万円 百万円 百万円

総資産 2,077,896 2,094,891 2,124,834 2,184,599

純資産 161,661 167,986 172,941 178,752

自己資本比率（％） 7.4 7.6 7.7 7.8
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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。 

(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) 営業取引の状況

 ① 契約実行高(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

セグメントの名称
当四半期連結累計期間

金額 前年同四半期比（％）

賃貸・割賦事業

ファイナンス・リース 224,299 10.0

オペレーティング・リース 15,069 42.0

賃貸取引計 239,369 11.5

割賦取引 48,381 58.3

賃貸・割賦事業計 287,750 17.4

ファイナンス事業 207,604 93.2

合計 495,355 40.5

 ② 営業資産残高(平成23年９月30日)

セグメントの名称
当四半期連結会計期間

金額 前年度末比（％）

賃貸・割賦事業

ファイナンス・リース 1,241,621 △1.1

オペレーティング・リース 127,545 △0.3

賃貸取引計 1,369,166 △1.1

割賦取引 195,778 2.1

賃貸・割賦事業計 1,564,945 △0.7

ファイナンス事業 466,711 4.1

合計 2,031,656 0.4

営業保証額 41,944
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