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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24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 ％

25年３月期第２四半期 121,618 8.0 3,785 △47.9 3,918 △46.1 1,895 △57.3

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

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期1,488百万円(△66.6％) 24年３月期第２四半期 4,458百万円(81.9％)

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２四半期 88 01 ―

24年３月期第２四半期 206 26 ―

（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２四半期 753,657 81,311 8.7

24年３月期 793,341 82,368 8.2

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 65,693百万円  24年３月期 64,904百万円

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 ― 22 00 ― 22 00 44 00

25年３月期 ― 22 00

25年３月期(予想) ― 22 00 44 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、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 235,000 1.0 6,000 △25.9 6,000 △28.4 2,000 △49.7 92 88

http://www.necap.co.jp/


 

  

 

 
(注)第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な

場合」に該当しております。詳細は、添付資料５ページ「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項」（３）会計方

針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧下さい。 

  

 
  

・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、添付資料４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。） 

  

※ 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 ： 有

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規２社 (社名)イノベーティブ・ベンチャー投資事業有限責任組合              

          株式会社ＭＰホールディングス 

    除外１社 (社名)匿名組合Ｒ－Ｊファンド

(注)詳細は、添付資料５ページ「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項」（１）当四半期連結累計期間における重要

な子会社の異動をご覧下さい。

（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

（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２Ｑ 21,533,400株 24年３月期 21,533,400株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 349株 24年３月期 349株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 21,533,051株 24年３月期２Ｑ 21,533,051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経済は、震災復興需要等により緩やかな回復基調が続いて

いるものの、欧州債務問題、中国ほか新興国の景気減速を背景とした海外経済の下振れや、円高の長期

化等から、未だ不透明な状況にあります。また、日米欧の相次ぐ金融緩和政策の効果も限定的なものに

留まるなど、世界経済の本格的な回復への道筋は見えておらず、輸出を基調としたわが国経済の本格的

な回復にも今しばらくの時間がかかるものと思われます。 

 そのような状況の中、当社グループの属するリース業界では、震災からの復興需要等により、工作機

械や土木建設機械、輸送用機器等をはじめ、情報通信機器、事務用機器等、幅広い機種に増加基調が継

続しており、業界全体の平成24年8月累計のリース取扱高は前年同期比8.4％増の1兆8,476億円となって

おります。（出典：社団法人リース事業協会「リース統計」）なお、今年度につきましては、工作機

械・土木建設機械に留まらず、情報通信機器をはじめとした幅広い機種において前年を上回る傾向が鮮

明になってきており、当社グループの主力取扱機種である情報通信機器は前年同期比6.9％増の5,997億

33百万円と伸長しております。 

  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8.4％増の537億2百万円と伸長しました。これは、前期末成約案件の契約実行

が増加したことに加え、当期に官公マーケット、民需マーケットでそれぞれ大型案件の獲得があったこ

とが主な要因であります。当社グループとしては、今後もメーカー系リース会社として、リースを中心

としつつ、ＮＥＣグループのビジネス全般に付加価値を提供するという切り口から市場を拡大すべく営

業活動を推進して参ります。 

  営業貸付事業においては、契約実行高は大型案件の計上のあったファクタリング取引や企業向け融資

を中心に前年同期比25.1％増の1,364億68百万円と増加し回復基調を維持しております。今後も引き続

き、今年度実施の営業ライン再編の効果を発揮し、幅広い金融ソリューションサービスの提供により、

営業成績の拡大に尽力して参ります。 

  一方、リサ事業においては、事業ポートフォリオの転換、事業構造の適正化及び財務状況の健全化等

を含む経営改善の一環として、不動産投資事業の撤退に取り組んで参りましたが、グループ子会社で保

有する大型物件等を売却した結果、不動産関連投資の圧縮が大幅に進展し、当第２四半期連結会計期間

末における販売用不動産の残高は前連結会計年度末と比べて153億56百万円減少し128億58百万円となり

ました。 

  これらの事業活動の展開により、売上高は大型の販売用不動産の売却により増収となる一方で、契約

実行高の伸長が営業資産残高の積み上げや当期の収益拡大に貢献するまでには至らず、また、悪化要因

として、リース会計基準変更による増益効果の低減や貸倒引当金繰入額の増加もあり、営業利益は減益

となりました。 

  以上により、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高1,216億18百万円（前年同期比8.0％増）、

営業利益37億85百万円（同47.9％減）、経常利益39億18百万円（同46.1％減）、四半期純利益18億95百

万円（同57.3％減）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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（事業の種類別セグメントの状況） 

①賃貸・割賦事業 

 賃貸・割賦事業の売上高は、前年同期比4.1％減の912億80百万円となり、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は減少したものの、営業利益は前年同期比4.9％減の61億88百万円となり

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0.6％減の22億19百万円となりました。また、貸倒引当金繰入

額の増加により、販売費及び一般管理費が増加したことから、営業損益は７億19百万円の損失となりま

した。 

  

③リサ事業 

 リサ事業の売上高は、大型の不動産の売却により、前年同期比179.7％増の216億６百万円となりまし

た。また、資金原価の減少、業務委託費や不動産事業関連経費等の減少による販売費及び一般管理費の

減少により、営業利益は前年同期比53百万円増の１億15百万円となりました。 

  

④その他の事業 

 その他の事業の売上高は、解約売上の増加等から、前年同期比26.8％増の95億52百万円となりまし

た。一方、販売費及び一般管理費が、新規事業立ち上げに伴う費用の発生等により増加したため、営業

損益は２億72百万円の損失となりました。 

  

 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396億83百万円減少し、

7,536億57百万円となりました。主な要因としては、リース債権及びリース投資資産が241億３百万円、

販売用不動産が153億56百万円、営業貸付金が78億68百万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386億26百万円減少し、6,723億45百万円となりました。主な要因

としては、長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）が198億77百万円、短期借入金が45億９

百万円増加したものの、コマーシャル・ペーパーが500億円、１年内償還予定の社債が100億円減少した

ことによります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて10億56百万円減少し、813億11百万円となりました。主な要因

としては、当第２四半期連結累計期間における18億95百万円の四半期純利益による増加、剰余金の配当

による減少額４億73百万円及び少数株主持分の減少額18億45百万円によるものです。 

  

（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） 

 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（以下資金という）は、585億24百万円と

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538億54百万円（前年同期

は640億88百万円の収入）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241億３百

万円、販売用不動産の減少額152億96百万円並びに営業貸付金の減少額78億68百万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り得られた資金は11億41百万円（前年同期は

△５億95百万円の支出）となりました。これは主に貸付けによる支出△19億２百万円があったものの、

有価証券の償還による収入16億円及び貸付金の回収による収入11億９百万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△367億47百万円（前年同期は

△634億78百万円の支出）となりました。これは主に長期借入による収入685億77百万円があったもの

の、長期借入金の返済による支出△487億23百万円及びコマーシャル・ペーパーの減少額△500億円があ

ったことによります。 

  

 平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年７月26日発表の業績予想から変更はありま

せん。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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 イノベーティブ・ベンチャー投資事業有限責任組合は、投資事業有限責任組合の組成により、連結の

範囲に含めております。 

 株式会社ＭＰホールディングスは、新規設立により、連結の範囲に含めております。 

 匿名組合Ｒ－Ｊファンドは、匿名組合の清算により、連結の範囲から除外しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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の社用資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法

に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益に及ぼす影響は軽微であります。 

  

 該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(注記事項)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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 40,114 58,377 

割賦債権 16,245 14,235 

リース債権及びリース投資資産 412,202 388,098 

賃貸料等未収入金 18,118 18,764 

営業貸付金 172,722 164,853 

買取債権 16,405 19,115 

営業投資有価証券 17,779 13,691 

販売用不動産 28,214 12,858 

その他 16,040 15,112 

貸倒引当金 △16,187 △16,820 

流動資産合計 721,654 688,287 

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産 20,156 19,876 

賃貸資産処分損引当金 △8 － 

社用資産 862 818 

有形固定資産合計 21,009 20,695 

無形固定資産   

賃貸資産 859 722 

のれん 9,763 9,225 

その他 6,378 6,362 

無形固定資産合計 17,002 16,309 

投資その他の資産   

投資有価証券 25,391 19,237 

その他 15,005 15,262 

貸倒引当金 △6,723 △6,134 

投資その他の資産合計 33,673 28,365 

固定資産合計 71,686 65,370 

資産合計 793,341 753,657 
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 984 592 

買掛金 15,096 16,506 

短期借入金 24,355 28,865 

1年内返済予定の長期借入金 135,241 168,101 

1年内償還予定の社債 10,000 － 

コマーシャル・ペーパー 125,000 75,000 

債権流動化に伴う支払債務 613 945 

未払法人税等 4,561 2,118 

賞与引当金 － 89 

災害損失引当金 11 9 

その他 21,918 19,853 

流動負債合計 337,784 312,083 

固定負債   

社債 15,000 15,000 

長期借入金 345,663 332,679 

債権流動化に伴う長期支払債務 2,259 3,269 

退職給付引当金 1,476 1,529 

その他 8,788 7,783 

固定負債合計 373,187 360,262 

負債合計 710,972 672,345 

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 55,948 57,369 

自己株式 △0 △0 

株主資本合計 64,372 65,794 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 523 67 

繰延ヘッジ損益 17 △148 

為替換算調整勘定 △8 △19 

その他の包括利益累計額合計 531 △100 

少数株主持分 17,464 15,618 

純資産合計 82,368 81,311 

負債純資産合計 793,341 753,657 
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

売上高 112,630 121,618 

売上原価 98,012 109,597 

売上総利益 14,618 12,021 

販売費及び一般管理費 7,355 8,235 

営業利益 7,262 3,785 

営業外収益   

受取利息 6 2 

受取配当金 20 18 

投資有価証券売却益 27 60 

持分法による投資利益 15 48 

出資金償還益 － 57 

投資事業組合関連益 0 4 

その他 79 51 

営業外収益合計 149 242 

営業外費用   

支払利息 37 37 

為替差損 29 18 

投資有価証券評価損 6 9 

投資有価証券売却損 － 4 

投資事業組合関連費 11 8 

その他 57 30 

営業外費用合計 142 110 

経常利益 7,269 3,918 

特別利益   

債務消滅益 － 211 

新株予約権戻入益 69 － 

特別利益合計 69 211 

匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益 7,339 4,129 

匿名組合損益分配額 17 1 

税金等調整前四半期純利益 7,321 4,127 

法人税、住民税及び事業税 4,583 1,995 

法人税等調整額 △1,642 △92 

法人税等合計 2,941 1,902 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,380 2,225 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △61 330 

四半期純利益 4,441 1,895 
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,380 2,225 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 174 △559 

繰延ヘッジ損益 △87 △165 

為替換算調整勘定 △7 △10 

その他の包括利益合計 78 △736 

四半期包括利益 4,458 1,488 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,525 1,262 

少数株主に係る四半期包括利益 △66 225 
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 7,321 4,127 

減価償却費 2,058 1,781 

のれん償却額 484 538 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △765 44 

災害損失引当金の増減額（△は減少） △54 △1 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 58 53 

賞与引当金の増減額（△は減少） 96 89 

賃貸資産処分損益（△は益） △460 △386 

投資有価証券売却損益（△は益） △27 △56 

投資有価証券評価損益（△は益） 6 9 

出資金償還損益（△は益） － △57 

債務消滅益 － △211 

受取利息及び受取配当金 △26 △20 

資金原価及び支払利息 3,027 3,056 

為替差損益（△は益） △431 △409 

デリバティブ評価損益（△は益） △38 △18 

持分法による投資損益（△は益） △15 △48 

賃貸資産の取得による支出 △2,984 △883 

賃貸資産の売却による収入 741 804 

割賦債権の増減額（△は増加） 3,550 2,009 

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増
加）

39,420 24,103 

営業貸付金の増減額（△は増加） 20,032 7,868 

売上債権の増減額（△は増加） 1,386 △666 

買取債権の増減額（△は増加） 2,102 △2,710 

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 1,578 4,088 

販売用不動産の増減額（△は増加） △61 15,296 

仕入債務の増減額（△は減少） △3,613 663 

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,296 1,047 

その他 △229 986 

小計 71,858 61,097 

利息及び配当金の受取額 112 96 

利息の支払額 △3,323 △3,057 

法人税等の支払額 △4,558 △4,282 

営業活動によるキャッシュ・フロー 64,088 53,854 
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(単位：百万円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24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 500 1,600 

社用資産の取得による支出 △1,013 △166 

投資有価証券の取得による支出 △2,062 △107 

投資有価証券の売却による収入 696 38 

投資有価証券の償還による収入 205 781 

子会社株式の取得による支出 △1,822 － 

貸付けによる支出 △118 △1,902 

貸付金の回収による収入 2,983 1,109 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 21 

その他 35 △233 

投資活動によるキャッシュ・フロー △595 1,141 

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） 4,442 4,609 

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） △47,000 △50,000 

長期借入れによる収入 53,401 68,577 

長期借入金の返済による支出 △72,083 △48,723 

債権流動化による収入 － 1,696 

債権流動化の返済による支出 △1,460 △354 

社債の償還による支出 － △10,000 

配当金の支払額 △473 △473 

少数株主への配当金の支払額 △1,949 △2,912 

少数株主からの払込みによる収入 1,663 840 

その他 △18 △7 

財務活動によるキャッシュ・フロー △63,478 △36,747 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △39 △27 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △24 18,221 

現金及び現金同等物の期首残高 45,884 40,303 

現金及び現金同等物の四半期末残高 45,860 58,524 
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当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24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)セグメント利益の調整額△743百万円は、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、主にセグメント間取

引による相殺額であります。 

  

 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 

（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株式会社リサ・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。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24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)セグメント利益又は損失の調整額△1,526百万円は、セグメント利益又は損失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△3,040百万円

は、主にセグメント間取引による相殺額であります。 

  

 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。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

 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

 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 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

 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 91,280 2,219 21,606 9,552 124,658 △3,040 121,618

セグメント利益
又は損失(△)

6,188 △719 115 △272 5,311 △1,526 3,785

（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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前第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） 

 
  

当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24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・・・・・株式会社リサ・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 

  

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 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

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 91,280 80,884 10,395 2,294 8,101 1,913 6,188

営業貸付事業 2,219 - 2,219 269 1,949 2,669 △719

リサ事業 21,606 19,134 2,471 544 1,926 1,810 115

その他の事業 9,552 8,727 825 11 814 1,086 △272

調整 △3,040 △2,224 △815 △45 △770 755 △1,526

合計 121,618 106,521 15,096 3,075 12,021 8,235 3,785
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（注）１.当第２四半期連結会計期間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11,353百万 

    円、買取債権が19,115百万円、投資有価証券が13,890百万円、販売用不動産が12,858百万円、営業貸付金 

        が5,878百万円となっております。 

   ２.賃貸・割賦事業の増減△12,139百万円には、小口リース事業の撤退による減少額△22,069百万円が含まれ 

     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 連結会計期間 増減 前連結会計年度

（平成23年９月30日） （平成24年９月30日）  （平成24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 435,072 65.9 422,933 64.9 △12,139 449,463 63.9

        

営業貸付事業 147,094 22.3 163,264 25.0 16,170 170,864 24.3

リサ事業 78,208 11.8 63,097 9.7 △15,111 83,379 11.8

        

その他の事業 ― ― 2,337 0.4 2,337 ― ―

合計 660,376 100.0 651,633 100.0 △8,743 703,707 100.0
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