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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 51,698 △0.3 5,049 ― 5,049 ― 4,615 ―
24年3月期第1四半期 51,849 △11.4 △3,010 ― △3,010 ― △3,198 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 4,171百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △2,986百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 6.77 2.69
24年3月期第1四半期 △4.69 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 4,327,893 196,730 4.5
24年3月期 4,286,715 192,876 4.5
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  196,597百万円 24年3月期  192,449百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成25年3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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  ：  無   

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) 103,600 △0.8 6,800 ― 6,800 ― 6,200 ― 9.09
通期 214,100 0.2 21,500 542.4 21,500 542.4 21,000 949.5 30.79



(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）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の5に該当するものであります。 
詳細は、添付資料3ページ「2．サマリー情報（注記事項）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」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．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24年7月30日に当社ホームページに掲載いたします。 

※  注記事項

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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 681,975,918 株 24年3月期 681,922,418 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 48,263 株 24年3月期 74,107 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 681,910,311 株 24年3月期1Q 681,772,206 株



 

 

 

 

（参考）個別業績予想 

平成25年３月期の個別業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、四半期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） 97,500 △1.0 6,000 － 6,000 － 6,000 － 8 80 

通期 201,400 0.6 20,300 617.3 20,300 617.3 20,200 778.6 29 62 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無 
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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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興関連需要や企業収益の改善等

により公共投資、設備投資が増加し、また個人消費も緩やかな増加を続けておりますが、欧州債務問題

に伴う世界経済の減速懸念や円高の長期化等もあり、先行き不透明な状況が続きました。当業界におき

ましても、エコカー補助金の効果による自動車販売の拡大等一部には好材料もありましたが、依然とし

て楽観視できない環境で推移いたしました。 

このような状況のなか、当社におきましては、当期よりスタートさせました３ヵ年の新中期経営計画

の初年度として、ビジネスモデル改革の完成に向け、基幹事業の推進強化による収益拡大と生産性向上

及び債権クオリティ改革によるコスト圧縮に努めるとともに、新たな成長を目指した取り組みにも着手

してまいりました。 

 

当第１四半期連結累計期間の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１億円減の516億円となりました。 

これは、融資以外の事業収益が震災の影響により落ち込んだ前年同期から大きく改善したことにより

融資の減収をほぼカバーし、営業収益全体で前年同期の水準を確保したものであります。 

事業別の状況につきましては、個品割賦のオートローンではエコカー補助金制度等の政策効果により

市場が活況を呈するなか、自由返済型商品やオートリース等の戦略商品の推進等により取扱高が大きく

拡大し増収となりました。また、ショッピングクレジットにつきましても、住宅リフォーム分野は太陽

光ローンの拡大を主因に取扱高が大幅に増加、学費分野も順調に推移し、これら重点分野が牽引するこ

とにより増収となりました。 

カード・融資事業では、カードショッピングの取扱高が引き続き増加したことに加え、リボ残高も拡

大し増収となりました。一方、融資は引き続き減収となりましたが、改正貸金業法の影響により前年同

期比で減少が続いていた取扱高はその減少に歯止めがかかり、第１四半期の取扱高は前年同期比で増加

に転じました。 

金融機関に対する保証業務では、提携金融機関においてエコカー補助金の効果等によりマイカーロー

ンが拡大するなど、目的ローンの取扱高が伸長したことを主因として保証残高は着実に増加し、引き続

き安定的な収益を確保しております。 

 

営業費用につきましては、前年同期比82億円減の466億円となりました。 

これは、債権良質化に向けた与信の精緻化等の継続した取り組みにより貸倒引当金繰入額が前年同期

から大幅に減少したことと、加えて一般経費の削減を行ったことによるものであります。 

 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、経常利益は前年同期比80億円増の50億円、四半期

純利益は前年同期比78億円増の46億円となりました。 

 

(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、資産合計は前連結会計年度の4兆2,867億円から411億円増加し、4兆3,278

億円となりました。これは主に、信用保証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、負債合計は前連結会計年度の4兆938億円から373億円増加し、4兆1,311億

円となりました。これは主に、信用保証買掛金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1,928億円から38億円増加し、1,967億円となりまし

た。これは主に、利益剰余金が増加したことによるものであります。 
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(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

当期よりスタートさせました３ヵ年の新中期経営計画を確実に達成すべく、さらなる収益拡大とコス

ト圧縮を進めており、連結業績予想につきましては、本年５月11日に公表いたしました業績予想に変更

はございません。 

 

２．サマリー情報（注記事項）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 

・減価償却方法の変更 

法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固

定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響額は軽微であります。 



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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 97,923 125,324

受取手形及び売掛金 1,178 404

割賦売掛金 760,930 769,816

信用保証割賦売掛金 2,634,454 2,679,370

資産流動化受益債権 417,584 416,685

事業貸付金 640 624

保証事業債権 286 73

販売用不動産 1,239 2,672

その他のたな卸資産 1,119 1,031

その他 381,549 349,539

貸倒引当金 △211,028 △213,295

流動資産合計 4,085,877 4,132,248

固定資産   

有形固定資産 111,085 108,939

無形固定資産   

のれん 559 531

その他 63,058 62,351

無形固定資産合計 63,617 62,883

投資その他の資産 26,135 23,822

固定資産合計 200,838 195,645

資産合計 4,286,715 4,327,893
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 298,684 303,859

信用保証買掛金 2,634,454 2,679,370

保証事業債務 286 73

短期借入金 133,003 131,241

1年内返済予定の長期借入金 302,399 293,781

未払法人税等 526 463

賞与引当金 3,578 1,767

事業整理損失引当金 23 23

割賦利益繰延 15,942 16,463

その他 268,625 284,902

流動負債合計 3,657,523 3,711,948

固定負債   

社債 211 211

長期借入金 374,175 364,611

退職給付引当金 13,818 14,070

役員退職慰労引当金 40 28

ポイント引当金 4,488 4,494

利息返還損失引当金 25,840 19,190

資産除去債務 259 261

その他 17,481 16,347

固定負債合計 436,315 419,214

負債合計 4,093,838 4,131,162

純資産の部   

株主資本   

資本金 150,002 150,003

資本剰余金 836 838

利益剰余金 47,688 52,298

自己株式 △29 △22

株主資本合計 198,497 203,118

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 108 9

繰延ヘッジ損益 △784 △735

為替換算調整勘定 △5,372 △5,794

その他の包括利益累計額合計 △6,048 △6,520

新株予約権 38 39

少数株主持分 388 93

純資産合計 192,876 196,730

負債純資産合計 4,286,715 4,327,893
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

営業収益   

事業収益   

信販業収益 47,816 48,047

その他の事業収益 2,474 2,295

事業収益合計 50,290 50,343

金融収益 177 178

その他の営業収益 1,381 1,176

営業収益合計 51,849 51,698

営業費用   

販売費及び一般管理費 50,566 42,310

金融費用 4,186 4,248

その他の営業費用 106 89

営業費用合計 54,859 46,648

営業利益又は営業損失（△） △3,010 5,049

経常利益又は経常損失（△） △3,010 5,049

特別損失   

有形固定資産除却損 － 9

投資有価証券売却損 － 16

投資有価証券評価損 36 3

特別損失合計 36 28

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（△）

△3,046 5,020

法人税、住民税及び事業税 393 327

法人税等調整額 △253 48

法人税等合計 139 375

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（△）

△3,186 4,645

少数株主利益 11 29

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,198 4,615
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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（△）

△3,186 4,645

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △35 △99

繰延ヘッジ損益 △51 49

為替換算調整勘定 286 △423

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 199 △474

四半期包括利益 △2,986 4,171

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,998 4,143

少数株主に係る四半期包括利益 12 27
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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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