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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 157,596 △0.3 19,820 268.5 19,820 268.5 18,565 329.7
24年3月期第3四半期 158,023 △7.5 5,379 △43.2 5,379 △43.2 4,320 △52.3

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 19,484百万円 （467.7％） 24年3月期第3四半期 3,432百万円 （△54.6％）

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3四半期 27.22 10.80
24年3月期第3四半期 6.34 2.51

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 4,447,602 212,055 4.8
24年3月期 4,286,715 192,876 4.5
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  211,902百万円 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 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 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、対前期増減率）

（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

通期 211,900 △0.9 22,100 560.3 22,100 560.3 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3四半期決算補足説明資料は平成25年1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3Q 682,049,918 株 24年3月期 681,922,418 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 50,657 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3Q 681,969,839 株 24年3月期3Q 681,824,339 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、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 200,300 0.1 21,000 642.0 21,000 642.0 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 



 

 

㈱オリエントコーポレーション（8585）平成25年３月期 第３四半期決算短信 

－ 1 － 

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) 連結経営成績に関する定性的情報…………………………………………………………  2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報…………………………………………………………  2 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報…………………………………………………………  3 

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………………………………………  3 

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………  4 

(1) 四半期連結貸借対照表………………………………………………………………………  4 

(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…………………………………  6 

(3) 継続企業の前提に関する注記………………………………………………………………  8 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記………………………………………  8 

 



 

 

㈱オリエントコーポレーション（8585）平成25年３月期 第３四半期決算短信 

－ 2 － 

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３四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などもあり、上期中は緩

やかな回復基調が続きました。第３四半期については世界経済の減速等を背景に一時後退色が強まった

ものの、足許では景気底入れの兆しが見られ、また政策効果も期待されることから、今後については再

び回復が見込める状況へと変化しています。当業界におきましては、上期中は自動車販売が好調に推移

するなど良好な事業環境が続いておりましたが、第３四半期にはエコカー補助金終了に伴う自動車販売

の反動減もあり、やや弱含みの状況となりました。 

このような状況のなか、当社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３四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４億円減の1,575億円となりました。 

これは、融資以外の事業収益が融資の減収をカバーし、営業収益全体ではほぼ前年並みの水準を確保

したものであります。 

事業別の状況につきましては、個品割賦事業のオートローンではエコカー補助金の効果等による上期

の好調に加え、補助金終了後の反動減が懸念された第３四半期においても新車系ディーラーや大型組織

等の中古車販売店との取引拡大に注力したことで取扱高は前年を上回りました。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市場が成長している太陽光ローンを中心に取扱高を拡

大、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は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、取扱高はテレマーケティング等に

よる利用促進の継続等により前年を上回っております。 

銀行保証事業では、マイカーローン等の目的ローンの取扱高伸長を主因に保証残高は増加傾向を継続

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148億円減の1,377億円となりました。 

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を主因とするものであります。 

なお、過払金につきましては利息返還損失引当金を取り崩して対応しており新たな営業費用の計上は

ございません。四半期ごとの過払金返還額は着実に減少傾向が続いており、また過払金返還額の先行指

標としている「過払金計算を新規で要請された件数」も低水準で推移していることから、過払金問題は

徐々にではありますが収束の方向に向かうものと引き続き予想しております。但し、過払金返還額の減

少ペースは想定よりも緩やかに推移しており、今後の動向につきましては慎重に見極めてまいります。 

 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、経常利益は前年同期比144億円増の198億円、四半

期純利益は前年同期比142億円増の185億円となりました。 

 

(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1,608億円増加し、4兆4,476

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1,417億円増加し、4兆2,355

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191億円増加し、2,120億円となりま

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 

通期の連結業績予想につきましては、平成24年10月30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、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３四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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 97,923 161,613

受取手形及び売掛金 1,178 486

割賦売掛金 760,930 704,635

信用保証割賦売掛金 2,634,454 2,757,316

資産流動化受益債権 417,584 451,189

事業貸付金 640 222

保証事業債権 286 57

販売用不動産 1,239 2,655

その他のたな卸資産 1,119 1,134

その他 381,549 354,696

貸倒引当金 △211,028 △184,980

流動資産合計 4,085,877 4,249,027

固定資産   

有形固定資産 111,085 107,250

無形固定資産   

のれん 559 475

その他 63,058 61,908

無形固定資産合計 63,617 62,384

投資その他の資産 26,135 28,941

固定資産合計 200,838 198,575

資産合計 4,286,715 4,447,602
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 298,684 314,940

信用保証買掛金 2,634,454 2,757,316

保証事業債務 286 57

短期借入金 133,003 109,448

1年内返済予定の長期借入金 302,399 320,890

未払法人税等 526 649

賞与引当金 3,578 1,749

事業整理損失引当金 23 23

割賦利益繰延 15,942 17,530

その他 268,625 303,337

流動負債合計 3,657,523 3,825,942

固定負債   

社債 211 182

長期借入金 374,175 368,868

退職給付引当金 13,818 13,649

役員退職慰労引当金 40 24

ポイント引当金 4,488 4,285

利息返還損失引当金 25,840 7,927

資産除去債務 259 223

その他 17,481 14,443

固定負債合計 436,315 409,604

負債合計 4,093,838 4,235,547

純資産の部   

株主資本   

資本金 150,002 150,006

資本剰余金 836 841

利益剰余金 47,688 66,248

自己株式 △29 △22

株主資本合計 198,497 217,073

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 108 162

繰延ヘッジ損益 △784 △623

為替換算調整勘定 △5,372 △4,709

その他の包括利益累計額合計 △6,048 △5,170

新株予約権 38 46

少数株主持分 388 106

純資産合計 192,876 212,055

負債純資産合計 4,286,715 4,447,602
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

営業収益   

事業収益   

信販業収益 146,319 146,282

その他の事業収益 7,019 6,916

事業収益合計 153,339 153,199

金融収益 460 495

その他の営業収益 4,223 3,901

営業収益合計 158,023 157,596

営業費用   

販売費及び一般管理費 139,938 125,128

金融費用 12,516 12,323

その他の営業費用 188 323

営業費用合計 152,643 137,775

営業利益 5,379 19,820

経常利益 5,379 19,820

特別利益   

投資有価証券売却益 － 9

負ののれん発生益 1,111 －

特別利益合計 1,111 9

特別損失   

有形固定資産売却損 － 137

有形固定資産除却損 72 43

投資有価証券売却損 － 108

投資有価証券消却損 194 －

投資有価証券評価損 73 116

特別損失合計 339 406

税金等調整前四半期純利益 6,151 19,423

法人税、住民税及び事業税 806 819

法人税等調整額 1,067 △0

法人税等合計 1,874 818

少数株主損益調整前四半期純利益 4,277 18,605

少数株主利益又は少数株主損失（△） △43 39

四半期純利益 4,320 18,565
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,277 18,605

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △33 54

繰延ヘッジ損益 △2 160

為替換算調整勘定 △809 665

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 △845 879

四半期包括利益 3,432 19,484

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,477 19,443

少数株主に係る四半期包括利益 △45 41
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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。 




