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1.  平成25年2月期第3四半期の業績（平成24年3月1日～平成24年11月30日）

(1) 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2月期第3四半期 23,167 ― 2,265 ― 2,269 ― 2,514 ―

24年2月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2月期第3四半期 32.13 ―

24年2月期第3四半期 ― ―

(注)平成24年２月期第３四半期につきましては、四半期連結財務諸表を作成しているため、記載しておりません。また、対前年同四半期増減率についても記載し
ておりません。

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年2月期第3四半期 220,896 53,938 24.4

24年2月期 166,525 52,089 31.3

（参考） 自己資本  25年2月期第3四半期  53,938百万円 24年2月期  52,089百万円

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2月期 ― 4.25 ― 4.25 8.50

25年2月期 ― 4.25 ―

25年2月期（予想） 4.25 8.50

（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 2月期の業績予想（平成24年 3月 1日～平成25年 2月28日）

（％表示は、対前期増減率）

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

通期 31,500 △1.8 2,700 85.5 2,700 89.7 2,600 679.6 33.23

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有



※  注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無

(2) 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   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

（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」をご覧ください。）

(3) 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2月期3Q 79,323,844 株 24年2月期 79,323,844 株

② 期末自己株式数 25年2月期3Q 1,071,638 株 24年2月期 1,071,344 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期3Q 78,252,314 株 24年2月期3Q 76,347,311 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〔日本基準〕(非連結)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〔日本基準〕(非連結)の開示
時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中であります。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・平成24年９月15日付で唯一の連結子会社でありましたファミマクレジット株式会社を吸収合併したため、平成25年２月期第３四半期決算短信より非連結となっ
ております。
・本資料に記載した予想は、本資料の発表日現在で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、
今後の様々な要因により、本資料に記載した予想と異なる場合があります。業績予想に関する事項については、添付資料2ページ「(3)業績予想に関する定性的
情報」をご覧ください。



○添付資料の目次 

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

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

(2) 財政状態に関する定性的情報...................... ...............................2 

(3) 業績予想に関する定性的情報................................ ... .................2 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項................................................3 

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示................................3 

(2) 追加情報........................................................................3 

３．四半期財務諸表......................................................................4 

(1) 四半期貸借対照表................................................................4 

(2) 四半期損益計算書 

第３四半期累計期間..............................................................6 

 (3) 継続企業の前提に関する注記......................................................7 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記....................................7 

４．補足情報(参考)......................................................................8 

 

ポケットカード株式会社（8519）平成25年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

- 1 -



１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要等を背景に緩やかに

回復傾向にありますが、欧州債務危機等による世界的な景気の減速等により、先行きについては不

透明感が強まっております。 

クレジットカード業界につきましては、カードショッピングは、サービス内容の多様化やカード

決済範囲の拡大等、利便性の向上により拡大基調にありますが、カードキャッシングは総量規制の

影響等により、引き続き厳しい状況となりました。 

このような中、当第３四半期累計期間における当社の営業収益につきましては、信用購入あっせ

ん部門は、ファミマクレジット㈱との合併によりショッピング取扱高並びにショッピングリボ残高

が堅調に推移したことにより、信用購入あっせん収益は、91億円となりました。 

融資部門につきましては、総量規制の影響が残る中、キャッシング取扱高が172億61百万円、キ

ャッシング残高が783億67百万円となったことにより、融資収益は、87億95百万円となりました。 

以上の結果、営業収益全体では231億67百万円となりました。 

営業費用につきましては、ファミマクレジット㈱との合併に伴う一時的な費用を計上したもの

の、弁護士等からの新規介入の減少や各種業務効率化の進展等により209億２百万円となりました。 

以上の結果、営業利益は22億65百万円、経常利益は22億69百万円となりました。 

四半期純利益につきましては、平成24年９月15日を効力発生日として子会社ファミマクレジット㈱を吸収

合併したことに伴い、同社から承継した繰延税金資産の回収可能性を慎重に検討した結果、法人税等調

整額が減少し、25億14百万円となりました。 

なお、平成25年２月期第３四半期より四半期財務諸表を作成しておりますので、前年同四半期

累計期間との比較分析は行っておりません。 

 

 (2) 財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べて543億70百万円増加し2,208億96百

万円となりました。これは主に、割賦売掛金が570億17百万円増加したことによるものです。 

負債合計につきましては、前事業年度末に比べて525億21百万円増加し、1,669億58百万円とな

りました。これは主に、有利子負債合計が505億98百万円増加したことによるものです。 

純資産合計につきましては、前事業年度末から18億49百万円増加し、539億38百万円となりまし

た。これは主に、利益剰余金が18億49百万円増加したことによるものです。 

また、自己資本比率は、24.4％となりました。 

 

(3) 業績予想に関する定性的情報 

平成25年２月期個別業績予想につきましては、平成24年10月10日公表の予想数値から変更してお

ります。詳細につきましては、本日、平成25年1月11日公表の「法人税等調整額の減少並びに業績

予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(会計上の見積りの変更) 

当社は、平成24年４月12日開催の取締役会において、同年９月15日付で連結子会社を吸収合併

することを決議し、同日付で吸収合併いたしました。このため、第１四半期会計期間より、合併

に伴い利用停止となる資産について、残存使用見込期間まで耐用年数を短縮いたしました。これ

により、従来の方法に比べて当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利

益はそれぞれ389百万円減少しております。 

 

(2) 追加情報 

第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号平成21年12月４日)及び「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号平成21年12月

４日)を適用しております。 
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3. 【四半期財務諸表】 
(1) 【四半期貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
平成24年２月29日 

当第３四半期会計期間 
平成24年11月30日 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,878 9,361 

割賦売掛金 66,409 123,426 

営業貸付金 80,066 78,367 

その他 17,160 16,246 

貸倒引当金 △17,259 △18,585 

流動資産合計 154,256 208,816 

固定資産   

有形固定資産 782 541 

無形固定資産   

のれん － 3,110 

その他 2,571 3,183 

無形固定資産合計 2,571 6,294 

投資その他の資産   

投資その他の資産 8,932 5,277 

貸倒引当金 △16 △32 

投資その他の資産合計 8,916 5,244 

固定資産合計 12,269 12,080 

資産合計 166,525 220,896 

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,565 11,573 

短期借入金 17,550 11,250 

1年内返済予定の長期借入金 12,731 50,023 

コマーシャル・ペーパー 27,500 14,000 

1年内返済予定の債権流動化債務 5,720 3,190 

債務保証損失引当金 2,550 － 

その他の引当金 475 482 

その他 2,050 3,593 

流動負債合計 76,143 94,113 

固定負債   

長期借入金 15,598 57,355 

債権流動化債務 16,443 9,282 

退職給付引当金 342 341 

利息返還損失引当金 5,909 5,834 

その他 － 32 

固定負債合計 38,293 72,845 

負債合計 114,436 166,958 
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(単位：百万円)

前事業年度 
平成24年２月29日 

当第３四半期会計期間 
平成24年11月30日 

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,374 14,374 

資本剰余金 15,816 15,816 

利益剰余金 23,182 25,032 

自己株式 △1,299 △1,299 

株主資本合計 52,073 53,923 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15 16 

繰延ヘッジ損益 － △1 

評価・換算差額等合計 15 15 

純資産合計 52,089 53,938 

負債純資産合計 166,525 220,896 

ポケットカード株式会社（8519）平成25年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

- 5 -



(2)【四半期損益計算書】 
  【第３四半期累計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期累計期間 
自 平成24年３月１日 
至 平成24年11月30日 

営業収益  

信用購入あっせん収益 9,100

融資収益 8,795

その他の収益 5,271

営業収益合計 23,167

営業費用  

販売費及び一般管理費  

貸倒引当金繰入額 4,745

債務保証損失引当金繰入額 1,054

利息返還損失引当金繰入額 1,478

その他 12,253

販売費及び一般管理費合計 19,531

金融費用  

支払利息 749

その他の金融費用 621

金融費用計 1,370

営業費用合計 20,902

営業利益 2,265

営業外収益  

雑収入 32

営業外収益合計 32

営業外費用  

雑損失 28

営業外費用合計 28

経常利益 2,269

特別利益  

抱合せ株式消滅差益 594

特別利益合計 594

特別損失  

固定資産除売却損 2

投資有価証券評価損 1

合併関連費用 297

特別損失合計 300

税引前四半期純利益 2,563

法人税、住民税及び事業税 △1

法人税等調整額 49

法人税等合計 48

四半期純利益 2,514
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

 当第３四半期会計期間（自 平成24年９月１日 至 平成24年11月30日） 

 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 

 当第３四半期累計期間（自 平成24年３月１日 至 平成24年11月30日） 

 該当事項はありません。 
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４．補足情報(参考) 

平成24年９月15日付で唯一の連結子会社であったファミマクレジット㈱を吸収合併したため、平成25年

２月期第３四半期決算短信から四半期連結財務諸表を作成しておりません。そのため、当第３四半期（単

体）には、ファミマクレジット㈱の平成24年３月１日から平成24年９月14日までの業績は含まれておりま

せん。 

前第３四半期（連結）との期間比較のため、仮に吸収合併をせず連結した場合の試算値を当第３四半期

（仮連結）に記載しております。なお、当第３四半期（仮連結）の各試算値は、金融商品取引法に基づく

四半期レビューを受けている数値ではありません。 

項目  ＼  期別 前第３四半期
(連結) 

当第３四半期 前期 
(連結) (仮連結) (単体) 

 取  扱  高（百万円） 298,528 311,677 227,611 399,152

  信用購入あっせん 270,798 283,767 207,383 363,164

  融資         25,192 24,943 17,261 32,518

  その他 2,537 2,966 2,966 3,469

 営 業 収 益（百万円） 26,875 25,184 23,167 35,412

  信用購入あっせん 11,585 13,102 9,100 15,684

  融資   13,400 10,122 8,795 17,262

  その他 1,888 1,960 5,271 2,465

 残     高（百万円） 225,426

 

214,693 220,544

  信用購入あっせん (A) 125,115 136,326 126,922

  融資 (B) 100,311 78,367 93,621

貸倒関連費用（百万円）(C) 6,823 5,886 9,605

同営業債権残高比率（％） 
4.04 3.66 4.36

（ C／(A+B) ） 

有 効 会 員 数(千名) 4,893 4,980 4,917

（注）１ 残高は、債権流動化によりオフバランスとなった割賦売掛金（平成23年11月30日現在13,500百万円、平

成24年11月30日現在12,900百万円及び平成24年２月29日現在13,500百万円）を含めた金額で表示しており

ます。 

２ 貸倒関連費用には、債務保証損失関連費用が含まれております。 

３ 貸倒関連費用営業債権残高比率は、年率換算後の数値であります。 
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