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(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有 

配当予想の修正については、本日（平成24年11月５日）公表いたしました「剰余金の配当および

配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

 

 
(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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(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 344,170 △1.4 20,503 △5.2 23,522 △3.6 14,411 8.0

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

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 14,504百万円(10.3％) 24年３月期第２四半期 13,147百万円(14.2％)

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 135 63 ―

24年３月期第２四半期 125 11 ―

（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 2,337,869 213,424 8.7

24年３月期 2,260,389 201,272 8.4

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 202,640百万円 24年３月期 190,899百万円

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 ― 24 00

25年３月期(予想) ― 24 00 48 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 700,000 △2.3 42,000 0.3 46,500 0.5 27,000 3.1 254 11



  

 
(注) 詳細は、添付資料Ｐ.４「２．サマリー情報（注記事項）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をご覧ください。  

 
(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Ｐ.４「２．サマリー情報（注

記事項）に関する事項」(2) 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。 

 
  

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ますが、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に対する四半期レビュ

ー手続は終了しております。 

  

（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。 

  

（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24年11月７日（水）・・・・・・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。 

※ 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

     （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 ： 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 ： 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 106,624,620株 24年３月期 106,624,620株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 370,257株 24年３月期 369,662株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 106,254,610株 24年３月期２Ｑ 106,611,977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、東日本大震災の復興需要が景気を下支えしたものの、欧州財

政金融危機の長期化、海外景気の減速による輸出の低迷、さらにはエコカー補助金終了などの影響による生産活動

の低下や個人消費の下振れ懸念など、引き続き企業活動を取り巻く環境は厳しく、不透明な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、平成22年度よりスタートさせた中期３ヵ年経営計画の最終年

度にあたり、さらなる営業基盤の強化策として、インドにおけるリース事業の展開に向けTata Capital Financial 

Services Limited内にジャパンデスクを開設するとともに、北米・中南米のリース事業やITサービスの強化を目的

として米国独立系リース会社CSI Leasing, Inc.との業務提携を締結するなど、アジア・北米・中南米におけるネ

ットワークを拡充させ、グローバル事業への積極展開に向けた体制整備に注力してまいりました。さらに、成長期

待分野と位置づけている環境・エネルギー分野への取り組みを推進するため、京セラ株式会社と共同事業会社を設

立し、太陽光発電による売電事業を開始いたしました。 

(営業取引の状況) 

事業の成果としては、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9.9％増の

5,443億38百万円となりました。営業資産残高は前連結会計年度末に比べて1.1％増の２兆1,180億29百万円となりま

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1.4％減の3,441億70百万円、営業利益は同5.2％

減の205億３百万円、経常利益は同3.6％減の235億22百万円、四半期純利益は同8.0％増の144億11百万円となりまし

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 318,866 110.8

ファイナンス事業 225,471 108.6

合計 544,338 109.9

セグメントの名称 営業資産残高(百万円) 前年度末比(％)

賃貸・割賦事業 1,589,566 101.7

ファイナンス事業 528,463 99.6

合計 2,118,029 101.1

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 348,923 344,170 △4,753 △1.4

営業利益 21,624 20,503 △1,121 △5.2

経常利益 24,411 23,522 △889 △3.6

四半期純利益 13,337 14,411 1,073 8.0
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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10.8％増の3,188億66百万円となりま

した。売上高は同1.6％減の3,330億１百万円、営業利益は同9.1％減の192億55百万円となりました。 

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8.6％増の2,254億71百万円となりま

した。売上高は同11.3％増の73億77百万円、営業利益は同3.8％増の38億58百万円となりました。  

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1.9％減の37億

92百万円、営業利益は同28.5％増の10億21百万円となりました。  

（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774億80百万円（3.4％）増加し２兆

3,378億69百万円となりました。主な要因は、営業資産及び短期貸付金の増加であります。 

○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236億27百万円（1.1％）増加

し２兆1,180億29百万円となりました。 

セグメント別残高は、賃貸・割賦事業が１兆5,895億66百万円、ファイナンス事業が5,284億63百万円であ

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653億27百万円（3.2％）増加し２兆 

1,244億44百万円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金が167億86百万円減少したものの、有利子

負債が増加したことによるものであります。 

○有利子負債 

有利子負債は、前連結会計年度末に比べて859億38百万円（4.8％）増加し１兆8,691億11百万円となりまし 

た。 

有利子負債の内訳でみると、短期調達においては、コマーシャル・ペーパーの発行及び借入金による調達が

増加したこと等から、前連結会計年度末に比べて455億72百万円（4.7％）増加し１兆111億63百万円となりま

した。長期調達においては、債権流動化による調達が減少したものの、社債を565億円発行したこと等から前

連結会計年度末に比べて403億65百万円（4.9％）増加し8,579億48百万円となりました。  

③  純資産 

純資産は前連結会計年度末に比べて121億52百万円（6.0％）増加し2,134億24百万円となりました。主な要因

は、利益剰余金が120億73百万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0.3ポイント上昇し8.7％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、税金等調整前四半期純利益が233億71百万円、賃貸資産減価償却費が136億85百万円となりまし

たが、賃貸資産の取得による支出が441億29百万円、仕入債務の減少額が168億３百万円となったこと等により、

365億97百万円の支出（前第２四半期連結累計期間は82億21百万円の支出）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、社用資産の取得による支出８億27百万円及び投資有価証券の取得による支出５億11百万円等に

より、16億67百万円の支出（前第２四半期連結累計期間は74百万円の収入）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101億65百万円、配当金の支払額が23億37百万円となりましたが、社債

の発行による収入が623億円、コマーシャルペーパーの増加額が203億円となったこと等により、837億53百万円

の収入（前第２四半期連結累計期間は87億52百万円の収入）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、899億82百万円となりました。 

平成24年５月８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。 

  

(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。  

(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。なお、これ

による当第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への影響は軽微であり

ます。 

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 △8,221 △36,597 △28,376

投資活動キャッシュ・フロー 74 △1,667 △1,741

財務活動キャッシュ・フロー 8,752 83,753 75,000

現金・現金同等物四半期末残高 33,568 89,982 56,414

(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

(1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 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 43,555 40,279

割賦債権 198,889 201,227

リース債権及びリース投資資産 1,247,751 1,241,751

営業貸付債権 430,903 429,593

営業投資有価証券 95,440 94,989

その他の営業資産 641 731

賃貸料等未収入金 17,028 14,272

有価証券 2,000 19,000

商品及び製品 1,163 1,674

繰延税金資産 1,953 1,822

その他の流動資産 25,663 64,086

貸倒引当金 △6,767 △5,535

流動資産合計 2,058,223 2,103,894

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産 127,665 156,904

賃貸資産前渡金 2,445 4,785

社用資産 2,924 2,948

有形固定資産合計 133,035 164,638

無形固定資産   

賃貸資産 344 268

のれん － 75

その他の無形固定資産 4,308 3,825

無形固定資産合計 4,652 4,169

投資その他の資産   

投資有価証券 45,861 45,268

破産更生債権等 5,242 4,793

繰延税金資産 3,143 3,857

その他の投資 12,446 13,163

貸倒引当金 △2,216 △1,915

投資その他の資産合計 64,477 65,166

固定資産合計 202,165 233,975

資産合計 2,260,389 2,337,869
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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   

支払手形及び買掛金 150,374 133,587

短期借入金 285,690 302,963

1年内償還予定の社債 1,600 8,400

1年内返済予定の長期借入金 300,439 257,566

コマーシャル・ペーパー 631,900 652,200

債権流動化に伴う支払債務 48,000 53,000

1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債
務

9,655 2,446

未払法人税等 11,021 7,933

繰延税金負債 468 461

割賦未実現利益 10,903 10,585

賞与引当金 1,705 1,750

役員賞与引当金 69 38

その他の流動負債 37,932 37,172

流動負債合計 1,489,761 1,468,105

固定負債   

社債 42,610 97,466

長期借入金 463,276 495,069

繰延税金負債 3,305 3,449

退職給付引当金 952 945

役員退職慰労引当金 105 113

メンテナンス引当金 82 70

負ののれん 35 －

その他の固定負債 58,987 59,224

固定負債合計 569,355 656,339

負債合計 2,059,117 2,124,444

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 152,818 164,892

自己株式 △580 △581

株主資本合計 192,006 204,079

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,586 1,735

繰延ヘッジ損益 1,808 2,054

為替換算調整勘定 △5,502 △5,228

その他の包括利益累計額合計 △1,107 △1,438

少数株主持分 10,372 10,784

純資産合計 201,272 213,424

負債純資産合計 2,260,389 2,337,869
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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 348,923 344,170

売上原価 313,104 310,021

売上総利益 35,819 34,149

販売費及び一般管理費 14,195 13,646

営業利益 21,624 20,503

営業外収益   

受取利息 18 32

受取配当金 584 450

持分法による投資利益 1,285 1,473

為替差益 282 20

金融派生商品収益 427 772

その他の営業外収益 592 650

営業外収益合計 3,191 3,399

営業外費用   

支払利息 293 279

その他の営業外費用 111 101

営業外費用合計 404 380

経常利益 24,411 23,522

特別利益   

投資有価証券売却益 249 57

その他 2 0

特別利益合計 252 58

特別損失   

事務所移転費用 － 121

投資有価証券評価損 2,194 16

その他 5 71

特別損失合計 2,200 209

税金等調整前四半期純利益 22,463 23,371

法人税等 8,754 8,549

少数株主損益調整前四半期純利益 13,709 14,821

少数株主利益 371 410

四半期純利益 13,337 14,411
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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 13,709 14,821

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,053 △859

繰延ヘッジ損益 332 255

為替換算調整勘定 163 266

持分法適用会社に対する持分相当額 △5 21

その他の包括利益合計 △562 △316

四半期包括利益 13,147 14,504

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 12,747 14,079

少数株主に係る四半期包括利益 399 424
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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 22,463 23,371

賃貸資産減価償却費 13,083 13,685

賃貸資産除却損 5,179 4,047

社用資産減価償却費及び除却損 1,396 1,415

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 2,194 16

為替差損益（△は益） △282 △20

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,409 △1,540

賞与引当金の増減額（△は減少） △1 45

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14 △7

受取利息及び受取配当金 △603 △482

資金原価及び支払利息 6,291 5,432

持分法による投資損益（△は益） △1,285 △1,473

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △249 △57

割賦債権の増減額（△は増加） △3,279 △1,790

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増
加）

7,689 1,939

営業貸付債権の増減額（△は増加） △6,025 1,584

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △13,018 432

賃貸資産の取得による支出 △15,069 △44,129

破産更生債権等の増減額（△は増加） 287 454

仕入債務の増減額（△は減少） △14,085 △16,803

その他 854 △6,379

小計 4,115 △20,259

利息及び配当金の受取額 938 777

利息の支払額 △6,475 △5,497

法人税等の支払額 △6,799 △11,618

営業活動によるキャッシュ・フロー △8,221 △36,597

投資活動によるキャッシュ・フロー   

社用資産の売却による収入 － 8

社用資産の取得による支出 △267 △827

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,252 225

投資有価証券の取得による支出 △1,059 △511

その他 149 △562

投資活動によるキャッシュ・フロー 74 △1,667
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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) 

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） 18,499 16,421

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） △4,200 20,300

長期借入れによる収入 138,275 178,505

長期借入金の返済による支出 △155,140 △188,670

債権流動化による収入 9,000 5,000

債権流動化の返済による支出 △18,809 △7,209

社債の発行による収入 23,592 62,300

社債の償還による支出 － △500

少数株主からの払込みによる収入 － 19

配当金の支払額 △2,238 △2,337

自己株式の売却による収入 － 0

自己株式の取得による支出 △0 △0

その他 △225 △73

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,752 83,753

現金及び現金同等物に係る換算差額 88 △35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 694 45,452

現金及び現金同等物の期首残高 32,793 44,530

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 33,568 89,982
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該当事項はありません。  

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）「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) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(6) 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 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
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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）「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。       

  

 
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 333,001 7,377 340,378 3,792 344,170

セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

－ － － 389 389

計 333,001 7,377 340,378 4,181 344,559

セグメント利益 19,255 3,858 23,114 1,021 24,135

利益 金額

報告セグメント計 23,114

「その他」の区分の利益 1,021

セグメント間取引消去 △389

全社費用（注） △3,243

四半期連結損益計算書の営業利益 20,503

(7) 重要な後発事象
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平成25年３月期（連結） 

 
  

平成24年３月期（連結） 

 
  

４．補足情報

(1) 最近における四半期ごとの業績の推移

 
第１四半期 第２四半期

24年４月～24年６月 24年７月～24年９月

 百万円 百万円

売上高 172,708 171,462

売上総利益 17,755 16,394

営業利益 10,773 9,729

経常利益 12,673 10,848

税金等調整前四半期純利益 12,607 10,763

四半期純利益 7,810 6,600

 円 銭 円 銭

１株当たり四半期純利益 73 51 62 12

 百万円 百万円

総資産 2,284,672 2,337,869

純資産 207,049 213,424

自己資本比率（％） 8.6 8.7

 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

23年４月～23年６月 23年７月～23年９月 23年10月～23年12月 24年１月～24年３月

 百万円 百万円 百万円 百万円

売上高 171,311 177,612 178,928 188,490

売上総利益 17,879 17,939 18,705 18,132

営業利益 11,071 10,552 11,989 8,263

経常利益 12,602 11,809 13,268 8,572

税金等調整前四半期純利益 12,816 9,647 12,966 8,651

四半期純利益 7,495 5,842 7,644 5,211

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

１株当たり四半期純利益 70  30 54  81 71  72 48  99

 百万円 百万円 百万円 百万円

総資産 2,170,968 2,189,144 2,208,107 2,260,389

純資産 184,901 189,734 192,508 201,272

自己資本比率（％） 8.1 8.2 8.3 8.4
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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24年４月１日  至  平成24年９月30日)

セグメントの名称
当第２四半期連結累計期間

金額 前年同四半期比（％）

賃貸・割賦事業

ファイナンス・リース 228,452 101.9

オペレーティング・リース 44,129 292.8

賃貸取引計 272,581 113.9

割賦取引 46,285 95.7

賃貸・割賦事業計 318,866 110.8

ファイナンス事業 225,471 108.6

合計 544,338 109.9

 ② 営業資産残高(平成24年９月30日)

セグメントの名称
前連結会計年度 当第２四半期連結会計期間

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

賃貸・割賦事業

ファイナンス・リース 1,247,751 59.6 1,241,751 58.6

オペレーティング・リース 128,009 6.1 157,173 7.4

賃貸取引計 1,375,761 65.7 1,398,924 66.0

割賦取引 187,986 9.0 190,641 9.0

賃貸・割賦事業計 1,563,747 74.7 1,589,566 75.0

ファイナンス事業 530,655 25.3 528,463 25.0

合計 2,094,402 100.0 2,118,029 100.0

前連結会計年度 当第２四半期連結会計期間

営業保証額 48,815 43,527
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