
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

     

 
     

   

 
 (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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四半期報告書提出予定日 平成24年８月８日 配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有

四半期決算説明会開催の有無 ：無

(百万円未満切捨て)

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）

（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 26,195 △5.1 2,728 143.7 3,323 109.0 2,200 103.7
24年３月期第１四半期 27,589 △8.2 1,119 △39.9 1,590 △34.4 1,080 △37.2

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 1,120百万円( 98.2％) 24年３月期第１四半期 565百万円(△28.8％)

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 12.58 ―
24年３月期第１四半期 6.17 ―

（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 ％

25年３月期第１四半期 2,740,439 110,718 4.0
24年３月期 2,725,816 111,348 4.1

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 110,700百万円 24年３月期 111,331百万円

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

24年３月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
25年３月期 ―

25年３月期(予想) 5.00 ― 5.00 10.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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) 51,900 △5.0 5,600 △0.6 6,800 2.0 4,400 42.8 25.14
通期 103,200 △3.9 8,600 △21.6 11,100 △16.4 7,000 2.6 40.00

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

連結業績予想の修正については、本日(平成24年８月３日)公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。



  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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 ： 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

(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４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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期１Ｑ 175,395,808株 24年３月期 175,395,808株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 396,849株 24年３月期 393,943株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 174,999,434株 24年３月期１Ｑ 175,078,400株

※ 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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
(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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあた
っての注意事項等については、添付資料４ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
(四半期決算補足説明資料の入手方法)

四半期決算補足説明資料は、当社ホームページに掲載する予定です。



 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 

個別業績予想の修正については、本日(平成24年８月３日)公表いたしました「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

  
  ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

(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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあた
っての注意事項等については、添付資料４ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
(四半期決算補足説明資料の入手方法) 

四半期決算補足説明資料は、当社ホームページに掲載する予定です。 

４. 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) 51,200 △4.5 6,000 1.0 6,000 3.9 3,700 61.1 21.14
通期 101,900 △3.4 10,000 △14.5 10,000 △13.7 6,000 11.9 34.29
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当第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日～平成24年６月30日)におけるわが国経済は、東日本大

震災の発生から１年が経過し、復旧・復興に向けた取り組みにより国内景気は緩やかに回復しつつあり

ますが、欧州債務問題を背景とした海外経済の減速や円高の長期化など、依然として先行き不透明な状

況で推移しております。 

当業界におきましては、関連業法の規制強化により消費者信用マーケットの縮小が続く、厳しい経営

環境となっております。  

このような中、当社グループは、今年度を初年度とする中期３ヵ年経営計画「ACT11(アクトイレブ

ン)」をスタートいたしました。 

トップラインの反転拡大による成長への実現に向けて、既存３事業(クレジット事業・カード事業・

ファイナンス事業)は、各種施策を積極的に展開し、ストック型商品の積上げを図ってまいりました。

また、商品開発を強力に推し進め、マーケット志向型への転換を目指してまいりました。 

クレジット事業につきましては、一部の既存業種においては需要が低迷しているものの、環境関連商

品は引き続き好調に推移いたしました。加えて、オートローンは、マーケットシェアの拡大及びエコカ

ー補助金等が追い風となり、取扱高が増加いたしました。 

カード事業につきましては、既存提携カード及び新たなコンセプトカード等の会員募集に注力してま

いりましたが、会員数の拡大にはいたりませんでした。しかしながら、既存会員の活性化に取り組んで

きた結果、取扱高及びリボショッピング残高は増加いたしました。 

ファイナンス事業につきましては、金融機関向け個人ローン保証が拡大するなど順調に推移いたしま

した。  

一方、営業費用につきましては、債権良質化の進展により貸倒関連費用が減少いたしました。 

以上の結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間の営業収益は261億95百万円(前年同期比

5.1％減)となり、経常利益は33億23百万円(前年同期比109.0％増)、四半期純利益は22億円(前年同期比

103.7％増)となりました。 

  

主な部門別の状況は以下のとおりです。なお、当社グループは信販事業の単一セグメントであるた

め、セグメント情報の記載を省略しております。 

  

(包括信用購入あっせん) 

カードショッピングにつきましては、利用促進プロモーション等による既存会員の活性化の効果もあ

り、取扱いは順調に推移いたしました。 

以上の結果、当部門の連結取扱高は、1,934億25百万円(前年同期比5.2％増)となりました。 

  

(個別信用購入あっせん) 

ショッピングクレジットにつきましては、新領域への取り組みやWeb関連商品等の推進に注力してま

いりました。しかしながら、既存業種の一部においては需要低迷が続いており、取扱いは厳しい状況で

推移いたしました。 

一方、オートローンにつきましては、各種施策に加え、エコカー補助金制度等の追い風もあり取扱い

は好調に推移いたしました。 

以上の結果、当部門の連結取扱高は583億73百万円(前年同期比3.7％増)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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(信用保証) 

金融機関向け個人ローン保証につきましては、マイカーローン保証が、エコカー補助金制度等の要因

により取扱いを大幅に拡大いたしました。 

また、住宅ローン保証につきましては、ローンの対象である投資用マンションの販売が堅調だったこ

とから引き続き良質債権の積み上げを図ることができました。 

重点分野である太陽光発電等の環境関連商品の取扱いは順調に推移いたしました。 

以上の結果、当部門の連結取扱高は、1,548億57百万円(前年同期比9.4％増)となりました。 

  

(融資) 

カードキャッシングにつきましては、市場収縮の影響から取扱いは引き続き減少となりました。 

以上の結果、当部門の連結取扱高は、207億88百万円(前年同期比7.5％減)となりました。 

  

(その他) 

 集金代行業務につきましては、不動産管理会社を中心に堅調に推移いたしました。 

以上の結果、当部門の連結取扱高は、1,840億６百万円(前年同期比5.8％増)となりました。 

  

  

連結部門別取扱高 

 
  

部門

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) 前年同期比

(％)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

包括信用購入あっせん 183,786 31.8 193,425 31.6 5.2

個別信用購入あっせん 56,297 9.7 58,373 9.6 3.7

信用保証 141,535 24.5 154,857 25.3 9.4

融資 22,464 3.9 20,788 3.4 △7.5

その他 173,918 30.1 184,006 30.1 5.8

合計 578,002 100.0 611,449 100.0 5.8
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 (資産) 

当第１四半期連結会計期間の資産は、前連結会計年度に比べ146億22百万円増加し、２兆7,404億39百

万円となりました。 

これは、現金及び預金が減少したものの、信用保証割賦売掛金が増加したこと等によるものでありま

す。 

  

 (負債) 

当第１四半期連結会計期間の負債は、前連結会計年度に比べ152億53百万円増加し、２兆6,297億21百

万円となりました。 

これは、信用保証買掛金の増加等によるものであります。 

  

 (純資産) 

当第１四半期連結会計期間の純資産は、前連結会計年度に比べ６億30百万円減少し、1,107億18百万

円となりました。 

これは、その他有価証券評価差額金の減少等によるものであります。 

  

第２四半期累計期間の連結業績予想及び個別業績予想につきましては、 近の業績動向を踏まえ平成

24年５月11日公表の営業利益、経常利益、四半期純利益ともに上方修正することにいたしました。 

また、通期の連結業績予想及び個別業績予想につきましても、第２四半期累計期間の業績見通しを踏

まえ修正することにいたしました。 

当該予想数値に関する事項は、本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

  

会計方針の変更  

(減価償却方法の変更) 

当社及び国内連結子会社は、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。なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

（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

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
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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 137,776 119,617

割賦売掛金 848,644 858,171

信用保証割賦売掛金 1,657,739 1,677,544

リース投資資産 7,425 7,174

前払費用 1,542 1,296

繰延税金資産 2,522 1,806

立替金 25,094 21,839

未収入金 10,162 17,855

その他 1,187 1,128

貸倒引当金 △19,744 △18,660

流動資産合計 2,672,350 2,687,772

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,187 8,197

減価償却累計額 △4,295 △4,362

建物及び構築物（純額） 3,891 3,835

土地 14,988 14,988

その他 2,371 2,537

減価償却累計額 △1,473 △1,580

その他（純額） 898 957

有形固定資産合計 19,778 19,781

無形固定資産   

ソフトウエア 9,843 10,582

その他 35 35

無形固定資産合計 9,879 10,617

投資その他の資産   

投資有価証券 12,020 10,562

固定化営業債権 3,735 3,276

長期前払費用 313 301

繰延税金資産 3,294 3,599

差入保証金 1,785 1,789

前払年金費用 4,539 4,472

その他 648 630

貸倒引当金 △2,529 △2,365

投資その他の資産合計 23,807 22,267

固定資産合計 53,466 52,667

資産合計 2,725,816 2,740,439
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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 28,572 29,755

信用保証買掛金 1,657,739 1,677,544

短期借入金 150,649 155,529

1年内償還予定の社債 14,500 44,500

1年内返済予定の長期借入金 129,598 128,916

コマーシャル・ペーパー 85,100 86,100

未払金 2,561 2,385

未払費用 1,232 1,659

未払法人税等 3,423 541

預り金 42,212 44,567

前受収益 502 462

賞与引当金 2,492 1,201

ポイント引当金 1,844 2,046

割賦利益繰延 80,824 81,931

その他 3,636 3,218

流動負債合計 2,204,891 2,260,359

固定負債   

社債 32,300 2,300

長期借入金 370,300 360,754

退職給付引当金 25 26

役員退職慰労引当金 57 61

利息返還損失引当金 1,626 1,585

長期預り保証金 2,633 2,617

負ののれん 2,403 1,802

その他 231 214

固定負債合計 409,576 369,362

負債合計 2,614,468 2,629,721

純資産の部   

株主資本   

資本金 16,138 16,138

資本剰余金 30,468 30,468

利益剰余金 64,815 65,265

自己株式 △184 △185

株主資本合計 111,237 111,687

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 725 △494

繰延ヘッジ損益 △19 △20

為替換算調整勘定 △612 △471

その他の包括利益累計額合計 93 △986

少数株主持分 16 17

純資産合計 111,348 110,718

負債純資産合計 2,725,816 2,740,439
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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   

包括信用購入あっせん収益 4,794 5,199

個別信用購入あっせん収益 4,705 4,208

信用保証収益 9,240 9,635

融資収益 6,583 4,933

その他の営業収益 1,983 1,988

金融収益   

受取利息 86 58

受取配当金 195 171

金融収益合計 281 230

営業収益合計 27,589 26,195

営業費用   

販売費及び一般管理費 23,627 20,902

金融費用   

借入金利息 2,356 2,155

コマーシャル・ペーパー利息 47 38

その他の金融費用 438 370

金融費用合計 2,842 2,564

営業費用合計 26,469 23,466

営業利益 1,119 2,728

営業外収益   

負ののれん償却額 600 600

雑収入 24 21

営業外収益合計 625 622

営業外費用   

利息返還損失引当金繰入額 136 20

雑損失 18 8

営業外費用合計 154 28

経常利益 1,590 3,323

特別利益   

投資有価証券売却益 － 50

特別利益合計 － 50

特別損失   

固定資産除却損 4 0

投資有価証券評価損 25 3

特別損失合計 30 4

税金等調整前四半期純利益 1,560 3,368

法人税、住民税及び事業税 44 526

法人税等調整額 435 641

法人税等合計 479 1,167

少数株主損益調整前四半期純利益 1,080 2,201

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 0

四半期純利益 1,080 2,200
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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 1,080 2,201

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △523 △1,219

繰延ヘッジ損益 6 △1

為替換算調整勘定 1 140

その他の包括利益合計 △515 △1,080

四半期包括利益 565 1,120

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 565 1,120

少数株主に係る四半期包括利益 △0 0
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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