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1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29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）

営業収益 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年3月期第2四半期 49,252 8.9 2,148 △20.8 2,383 △18.0 3,402 17.3

29年3月期第2四半期 45,221 4.9 2,711 △41.9 2,905 △39.4 2,900 △40.2

（注）包括利益 30年3月期第2四半期　　3,122百万円 （20.6％） 29年3月期第2四半期　　2,589百万円 （△43.4％）

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

30年3月期第2四半期 7.03 ―

29年3月期第2四半期 6.00 6.00

(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 ％

30年3月期第2四半期 649,803 118,961 17.5

29年3月期 616,651 111,649 18.0

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 113,452百万円 29年3月期 110,738百万円

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

29年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

30年3月期 ― 0.00

30年3月期（予想） ― 0.00 0.00

（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30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30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
親会社株主に帰属する

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 103,700 13.4 8,800 25.6 9,100 23.0 10,000 37.4 20.67

（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) 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

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 ： 無

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） 30年3月期2Q 484,620,136 株 29年3月期 484,619,136 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 916,964 株 29年3月期 916,964 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 483,702,653 株 29年3月期2Q 483,298,597 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績の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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資
料Ｐ２「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国の政策運営や新興国経済の減速懸念、国際情勢の

緊張による地政学リスクの高まりなど、不透明感が続いているものの、個人消費や雇用情勢の回復などによ

り景況感は緩やかに改善しております。 

消費者金融業界におきましては、大手各社における新規成約件数は引き続き安定して推移しており、これ

に伴い営業貸付金残高も緩やかに増加しております。一方、業界最大の事業リスクである利息返還請求につ

いては、ピーク時からは大きく減少し、足元においては減少トレンドがより鮮明となったものの、未だ注視

が必要な状況が続いております。 

このような環境のもと、当社グループにおきましては、最大の経営課題である利息返還請求へ対応しつつ、

新規成約件数や営業貸付金残高などの増加によりグループ全体での収益基盤の強化を図るとともに、財務基

盤の強化に向けた資金調達の多様化やグループ全体での事業効率の向上に取り組んでおります。 

 

（業績の概況） 

当第２四半期連結累計期間における当社グループの営業収益は 49,252 百万円（前年同期比 8.9％増）とな

りました。その主な内訳といたしましては、営業貸付金利息が 26,958 百万円（前年同期比 15.6％増）、包括

信用購入あっせん収益が 7,849 百万円（前年同期比 4.5％増）、信用保証収益が 6,431 百万円（前年同期比

3.1％増）、買取債権回収高が 943 百万円（前年同期比 31.9％減）、償却債権取立益が 3,041 百万円（前年同

期比 4.6％増）となっております。 

営業費用につきましては、4,594 百万円増加の 47,103 百万円（前年同期比 10.8％増）となりました。その

主な要因といたしましては、貸倒引当金繰入額が 2,414 百万円増加の 13,057 百万円（前年同期比 22.7％増）

となったことなどによるものであります。 

 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの営業利益は 2,148 百万円（前年同期比

20.8％減）、経常利益は 2,383 百万円（前年同期比 18.0％減）となりました。また、親会社株主に帰属する

四半期純利益は、特別利益として新株予約権戻入益 701 百万円を計上し、非支配株主に帰属する四半期純損

失 454 百万円を計上した結果、3,402 百万円（前年同期比 17.3％増）となりました。 

 

なお、第１四半期連結会計期間より、非連結子会社でありましたタイ王国で消費者金融業を営む AIRA & 

AIFUL Public Company Limited の重要性が増したため連結の範囲に含めており、親会社株主に帰属する四半

期純利益への影響は持分の範囲になります。 

 

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成 30 年３月期の当社グループの業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の業績等を踏ま

え、営業収益 103,700 百万円（前期比 13.4％増）、営業利益 8,800 百万円（前期比 25.6％増）、経常利益

9,100 百万円（前期比 23.0％増）、親会社株主に帰属する当期純利益 10,000 百万円（前期比 37.4％増）を見

込んでおります。 

なお、現状の当社を取り巻く事業環境は、様々なリスクが存在し、とりわけ利息返還請求の動向が未だ不 

透明であることから、最終の業績は予想値と異なる可能性があります。 
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（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29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 33,644 32,769

営業貸付金 352,628 382,716

割賦売掛金 94,272 90,623

営業投資有価証券 694 809

支払承諾見返 114,452 120,487

その他営業債権 5,997 6,166

買取債権 2,941 2,599

仕掛品 7,305 9,773

その他 12,635 14,384

貸倒引当金 △42,971 △43,395

流動資産合計 581,600 616,935

固定資産

有形固定資産 17,664 18,011

無形固定資産 3,113 3,038

投資その他の資産 14,272 11,817

固定資産合計 35,050 32,867

資産合計 616,651 649,803

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 15,620 15,898

支払承諾 114,452 120,487

短期借入金 73,610 77,075

1年内償還予定の社債 2,600 ―

1年内返済予定の長期借入金 32,138 42,626

未払法人税等 661 335

引当金 4,213 3,648

その他 31,577 33,091

流動負債合計 274,873 293,163

固定負債

社債 30,100 8,500

長期借入金 161,774 203,199

利息返還損失引当金 34,640 22,276

その他 3,613 3,702

固定負債合計 230,128 237,677

負債合計 505,002 530,841
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 143,454 143,454

資本剰余金 13,953 13,948

利益剰余金 △43,332 △40,764

自己株式 △3,110 △3,110

株主資本合計 110,964 113,528

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △225 △150

為替換算調整勘定 ― 74

その他の包括利益累計額合計 △225 △75

新株予約権 910 236

非支配株主持分 ― 5,272

純資産合計 111,649 118,961

負債純資産合計 616,651 649,803
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

営業収益

営業貸付金利息 23,327 26,958

包括信用購入あっせん収益 7,511 7,849

個別信用購入あっせん収益 53 53

信用保証収益 6,236 6,431

その他の金融収益 1 4

その他の営業収益 8,091 7,953

営業収益合計 45,221 49,252

営業費用

金融費用 3,959 4,015

売上原価 1,092 785

その他の営業費用 37,457 42,302

営業費用合計 42,509 47,103

営業利益 2,711 2,148

営業外収益

受取配当金 15 35

為替差益 ― 66

不動産賃貸料 23 35

その他 316 106

営業外収益合計 356 244

営業外費用

為替差損 149 ―

その他 13 9

営業外費用合計 162 9

経常利益 2,905 2,383

特別利益

新株予約権戻入益 ― 701

特別利益合計 ― 701

税金等調整前四半期純利益 2,905 3,084

法人税、住民税及び事業税 150 68

法人税等調整額 △145 68

法人税等合計 4 137

四半期純利益 2,900 2,947

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） ― △454

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,900 3,402
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 2,900 2,947

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △311 75

為替換算調整勘定 ― 99

その他の包括利益合計 △311 174

四半期包括利益 2,589 3,122

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,589 3,526

非支配株主に係る四半期包括利益 ― △404
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29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 2,905 3,084

減価償却費 1,108 1,154

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,976 △776

賞与引当金の増減額（△は減少） 17 74

ポイント引当金の増減額（△は減少） 80 △640

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △15,124 △12,363

受取利息及び受取配当金 △22 △69

新株予約権戻入益 ― △701

営業貸付金の増減額（△は増加） △18,432 △25,177

割賦売掛金の増減額（△は増加） 2,042 3,648

その他営業債権の増減額（△は増加） △89 △168

買取債権の増減額（△は増加） 251 342

破産更生債権等の増減額（△は増加） 1,405 934

仕掛品の増減額（△は増加） △2,840 △2,468

その他の流動資産の増減額（△は増加） 409 △1,298

その他の流動負債の増減額（△は減少） 8,527 1,260

その他 △60 △499

小計 △21,798 △33,663

利息及び配当金の受取額 22 69

法人税等の還付額 118 6

法人税等の支払額 △63 △367

営業活動によるキャッシュ・フロー △21,720 △33,954

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △605 △471

無形固定資産の取得による支出 △562 △363

投資有価証券の取得による支出 △2,175 △417

その他 △1,204 △917

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,546 △2,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 500,940 424,688

短期借入金の返済による支出 △500,210 △421,248

長期借入れによる収入 46,650 76,904

長期借入金の返済による支出 △10,604 △24,991

社債の発行による収入 ― 7,200

社債の償還による支出 ― △31,400

株式の発行による収入 52 0

非支配株主からの払込みによる収入 ― 2,460

その他 △68 △96

財務活動によるキャッシュ・フロー 36,759 33,517

現金及び現金同等物に係る換算差額 △61 5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,430 △2,601

現金及び現金同等物の期首残高 39,906 33,560

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 ― 1,726

現金及び現金同等物の四半期末残高 50,336 32,685
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　 連結の範囲の重要な変更

第１四半期連結会計期間より、重要性が増したAIRA & AIFUL Public Company Limitedを連結の範囲に含めて

おります。

（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。
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