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四半期決算説明会開催の有無    ： 有（機関投資家・アナリスト向け） 

  

 

   

 

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

消費者金融業界におきましては、事業環境の変化が激しく、また、法的規制の影響など不確定要素が大き

いため、現時点で合理的な業績予想の算定が困難であります。そのため、23年３月期の連結業績予想につき

ましては、記載しておりませんが、期中において業績予想の開示が可能となった時点で速やかに開示いたし

ます。 
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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年３月期第１四半期 65,977 △26.2 3,538 △61.2 4,455 △51.6 △4,248 －

22年３月期第１四半期 89,442 △14.1 9,119 △53.7 9,204 △54.5 8,600 △27.7

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

23年３月期第１四半期 △33 50 －

22年３月期第１四半期 67 82 60 69

 (2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

23年３月期第１四半期 1,305,499 267,565 19.4 1,998 59

22年３月期 1,563,843 299,606 16.6 2,045 02

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 253,452百万円 22年３月期 259,340百万円

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

22年３月期 － 0 00 － 10 00 10 00

23年３月期 －

23年３月期(予想) 0 00 － 0 00 0 00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）



 

 
(注) 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作

成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

・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財務諸表の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。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.4「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 有

  除外  １ 社 (ポケットカード株式会社)

(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 134,866,665株 22年３月期 134,866,665株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 8,051,486株 22年３月期 8,051,468株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 126,815,193株 22年３月期１Ｑ 126,815,319株

(注意事項)
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※ 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等

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22年７月28日（水） 国内機関投資家・証券アナリスト向け電話会議 

  

※ 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も適宜、事業・業績に関する関

連情報を当社ホームページ上で提供しております。 

○添付資料の目次
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出や生産に増加が見られ企業収益についても改

善していることから、自律的回復への基盤が整いつつあるものの、一方で雇用情勢の悪化懸念が残って

いることや、欧州を中心とした海外景気の下振れ懸念に加え、金融市場の変動やデフレの影響など景気

を下押しするリスクも依然存在しております。 

また、消費者金融業界におきましては、利息返還請求の高止まりに加え、平成22年６月18日に「貸金

業法」が完全施行され、総量規制の導入、事前書面交付義務の導入、貸金業務取扱主任者の必置化、財

産的基礎要件の引き上げ（純資産５千万円）等、貸金業者に対する業務規制がこれまで以上に強化され

るなど、経営環境は依然厳しい状態が続きました。 

こうした環境下の中、当社グループでは、平成22年１月28日発表いたしました「事業構造改革プラ

ン」として、事業構造改革とそれに伴う抜本的なコスト削減、及び競合激化の中で効率的かつ高品質な

顧客サービスを提供する営業体制への変革を進めてまいりました。 

当第１四半期連結累計期間の当社グループの経営成績といたしましては、債権の良質化に向けた与信

の厳格化や、貸付金利の引き下げに伴う利回りの低下等によって、利息収入が減少したことなどから、

営業収益は65,977百万円、経常利益は4,455百万円となりました。また、 終利益については、事業構

造改革に係る費用や会計基準の変更等により、4,248百万円の純損失となりました。 

  

① 資産、負債、純資産の状況 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて18.8％減少し、1,134,968百万円となりました。これは、連結

子会社が減少したことなどにより、営業貸付金が186,470百万円、割賦売掛金が68,968百万円それぞれ減

少したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて2.7％増加し、170,531百万円となりました。これは、有形固定

資産が691百万円減少したほか、無形固定資産の「その他」に含まれているソフトウエアが4,731百万円、

投資その他の資産の「その他」に含まれている差入保証金が3,346百万円、繰延税金資産が3,033百万円そ

れぞれ減少したものの、投資有価証券が18,310百万円増加したことなどによります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて16.5％減少し、1,305,499百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて21.8％減少し、490,087百万円となりました。これは、１年内

償還予定の社債が34,100百万円、コマーシャル・ペーパーが11,700百万円、１年内返済予定の長期借入金

が33,199百万円それぞれ減少するなど、資金調達残高が減少したほか、賞与引当金が1,269百万円、債務

保証損失引当金が1,738百万円それぞれ減少したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて14.0％減少し、547,847百万円となりました。これは、社債が

10,082百万円、長期借入金が31,047百万円、債権流動化債務が29,884百万円、利息返還損失引当金が

17,780百万円減少したことなどによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて17.9％減少し、1,037,934百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて10.7％減少し、267,565百万円となりました。これは、利益

剰余金が5,516百万円減少したほか、連結子会社の減少により少数株主持分が26,153百万円減少したこと

などによります。 

  

1. 当四半期の連結業績等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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から22,894百万円

（15.6％）減少し、124,179百万円となりました。なお、各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであ

ります。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は48,273百万円となりました。これ

は、営業貸付金の減少60,751百万円、売上債権の減少12,177百万円等の資金増加要因と、非資金科目で

ある貸倒引当金の減少12,811百万円、利息返還損失引当金の減少10,404百万円等の資金減少要因による

ものです。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー)  

当第１四半期連結累計期間における投資活動による支出は3,398百万円となりました。主な要因は、

定期預金の増加による支出3,793百万円であります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結累計期間において財務活動により使用した資金は59,938百万円となりました。これ

は、短期借入金の純収支額が7,953百万円の支出、長期借入金の純収支額が25,529百万円の支出、社債

の償還による支出35,000百万円等によるものであります。 

  

当社グループを取り巻く環境は、今後も厳しいものと考えられますが、引き続き「事業構造改革プラ

ン」の推進に努め、今後の環境変化に耐えうる強固な経営体質の早期確立を目指してまいります。今後

の見通しについては、貸金業法完全施行による影響等、不確定な点が多いことから引き続き未定とさせ

ていただきます。期中において業績予想の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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当社は、ポケットカード株式会社(以下、ポケットカード)について、議決権の所有割合は100分の50

以下でありますが、実質的に支配していたため連結子会社としておりました。 

平成22年５月27日開催のポケットカードの定時株主総会において取締役５名選任の件が決議されたこ

とにより、当社による実質的支配関係が認められなくなったため、平成22年６月11日開催の当社の取締

役会において、平成22年４月１日付でポケットカードを連結の範囲から除外することを決定いたしまし

た。これにより、ポケットカードは持分法を適用する関連会社となり、連結子会社、特定子会社に該当

しないこととなりました。 

  

  

①簡便な会計処理 

  

繰延税金資産の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境に著しい変化が生じて

おらず、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末におい

て使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法により算定しております。 

  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年３月

31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月

31日)を適用しております。 

これにより、営業利益及び経常利益は、それぞれ58百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は、

2,058百万円減少しております。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 118,711 138,772

受取手形及び売掛金 682 672

営業貸付金 1,111,514 1,297,985

割賦売掛金 9,875 78,843

買取債権 26,587 27,774

短期貸付金 12,009 11,548

繰延税金資産 1,642 8,464

求償債権 29,426 32,453

その他 37,848 46,701

貸倒引当金 △213,331 △245,372

流動資産合計 1,134,968 1,397,844

固定資産

有形固定資産 63,496 64,188

無形固定資産

のれん 46,229 47,823

その他 6,288 11,072

無形固定資産合計 52,518 58,896

投資その他の資産

投資有価証券 42,522 24,212

その他 12,586 19,301

貸倒引当金 △592 △599

投資その他の資産合計 54,516 42,914

固定資産合計 170,531 165,998

資産合計 1,305,499 1,563,843

負債の部

流動負債

短期借入金 102,988 152,203

1年内償還予定の社債 40,000 74,100

コマーシャル・ペーパー － 11,700

1年内返済予定の長期借入金 203,709 236,908

未払法人税等 862 1,601

賞与引当金 1,679 2,949

債務保証損失引当金 16,930 18,668

利息返還損失引当金 73,443 73,108

事業再構築引当金 2,503 3,292

その他の引当金 18 700

その他 47,950 51,714

流動負債合計 490,087 626,946
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

固定負債

社債 195,373 205,456

転換社債型新株予約権付社債 42,000 42,000

長期借入金 170,294 201,341

債権流動化債務 42,116 72,000

退職給付引当金 5,647 5,581

利息返還損失引当金 89,736 107,517

その他の引当金 47 45

その他 2,631 3,347

固定負債合計 547,847 637,289

負債合計 1,037,934 1,264,236

純資産の部

株主資本

資本金 80,737 80,737

資本剰余金 127,332 127,332

利益剰余金 107,349 112,866

自己株式 △57,425 △57,425

株主資本合計 257,994 263,511

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 35 776

為替換算調整勘定 △4,577 △4,947

評価・換算差額等合計 △4,542 △4,171

新株予約権 22 23

少数株主持分 14,090 40,243

純資産合計 267,565 299,606

負債純資産合計 1,305,499 1,563,843
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(2) 四半期連結損益計算書

【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

営業収益

営業貸付金利息 70,441 51,794

その他の金融収益 40 22

商品売上高 845 664

その他の営業収益 18,114 13,495

営業収益合計 89,442 65,977

営業費用

金融費用 5,119 4,087

商品売上原価 212 123

その他の営業費用 74,991 58,227

営業費用合計 80,322 62,438

営業利益 9,119 3,538

営業外収益

受取利息及び配当金 97 113

持分法による投資利益 189 727

その他 90 333

営業外収益合計 378 1,174

営業外費用

支払利息 242 207

その他 51 49

営業外費用合計 293 256

経常利益 9,204 4,455

特別利益

固定資産売却益 7 4

投資有価証券売却益 6 260

賞与引当金戻入額 500 402

役員賞与引当金戻入額 16 －

清算配当金 267 －

その他 1 143

特別利益合計 798 810

特別損失

固定資産売却損 0 14

固定資産除却損 41 55

減損損失 54 52

関係会社株式売却損 127 －

事業再編損 － 5,989

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,999

その他 3 180

特別損失合計 228 8,291

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

9,775 △3,025

法人税、住民税及び事業税 1,191 784

法人税等調整額 △500 47

法人税等合計 691 832

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △3,857

少数株主利益 483 390

四半期純利益又は四半期純損失（△） 8,600 △4,248
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

9,775 △3,025

減価償却費 1,875 1,145

のれん償却額 1,594 1,594

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,819 △12,811

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △15,956 △10,404

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） △10,176 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,999

営業貸付金の増減額（△は増加） 59,130 60,751

売上債権の増減額（△は増加） 6,562 12,177

求償債権の増減額（△は増加） △2,758 △840

その他 △7,725 △874

小計 35,502 49,711

利息及び配当金の受取額 343 191

利息の支払額 △242 △208

法人税等の支払額 △2,083 △1,420

営業活動によるキャッシュ・フロー 33,520 48,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） 1,914 △3,793

有価証券の増減額（△は増加） 11,900 －

無形固定資産の取得による支出 △1,136 △250

貸付けによる支出 △55 △60

その他 71 705

投資活動によるキャッシュ・フロー 12,695 △3,398

財務活動によるキャッシュ・フロー

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △1,500 －

短期借入れによる収入 85,624 8,687

短期借入金の返済による支出 △98,075 △16,640

長期借入れによる収入 26,919 22,500

長期借入金の返済による支出 △54,429 △48,029

社債の発行による収入 － 9,844

社債の償還による支出 △10,100 △35,000

配当金の支払額 △129 △1,268

その他 △40 △32

財務活動によるキャッシュ・フロー △51,732 △59,938

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,731 413

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,785 △14,650

現金及び現金同等物の期首残高 142,974 147,074

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 153 －

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △8,244

現金及び現金同等物の四半期末残高 139,343 124,179
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当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

  

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６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) 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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(注) この四半期財務諸表（個別）は、四半期財務諸表等規則に基づき当社が任意で作成したものであります。 

  

 
  

4. (参考) 四半期財務諸表 (個別)

(1) (参考) 四半期貸借対照表 (個別)

 （単位：百万円） 

前事業年度末に係る

当第１四半期会計期間末 要約貸借対照表

(平成22年６月30日) (平成22年３月31日) 
資産の部 
流動資産 

現金及び預金 71,029 66,132

営業貸付金 814,874 855,423

短期貸付金 128,993 129,821

求償債権 22,195 21,184

デリバティブ差入保証金 17,003 15,648

その他 16,550 21,024

貸倒引当金 △ 161,811 △ 170,523

流動資産合計 908,835 938,711

固定資産 

有形固定資産 54,247 54,673

無形固定資産 5,457 5,804

投資その他の資産 74,021 77,404

固定資産合計 133,726 137,882

資産合計 1,042,562 1,076,593

負債の部 

流動負債 

1年内償還予定の社債 40,000 30,000

1年内返済予定の長期借入金 176,965 182,081

賞与引当金 883 2,002

債務保証損失引当金 15,284 15,797

利息返還損失引当金 64,100 63,000

その他の引当金 2,463 2,500

その他 33,530 24,225

流動負債合計 333,226 319,606

固定負債 

社債 185,373 195,456

転換社債型新株予約権付社債 42,000 42,000

長期借入金 143,029 159,344

債権流動化債務 42,116 50,000

退職給付引当金 5,078 4,757

利息返還損失引当金 63,900 79,000

その他 673 1,183

固定負債合計 482,170 531,740

負債合計 815,397 851,347

純資産の部 

株主資本

資本金 80,737 80,737

資本剰余金 127,332 127,332

利益剰余金 75,966 73,372

自己株式 △ 57,425 △ 57,425

株主資本合計 226,611 224,017

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 531 1,205

評価・換算差額等合計 531 1,205

新株予約権 22 23

純資産合計 227,165 225,246

負債純資産合計 1,042,562 1,076,593
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(2) (参考) 四半期損益計算書 (個別)

【第１四半期累計期間】(参考) (個別)

（単位：百万円） 

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間 

(自 平成21年４月１日 (自 平成22年４月１日 

  至 平成21年６月30日)   至 平成22年６月30日) 

 営業収益 

 営業貸付金利息 45,662 37,245

 その他の営業収益 10,828 10,405

 営業収益合計 56,491 47,650

 営業費用 

 金融費用 3,162 3,287

 その他の営業費用 46,847 34,574

 営業費用合計 50,009 37,861

 営業利益 6,481 9,788

 営業外収益 

 貸付金利息 75 55

 受取配当金 45 68

 固定資産税還付金 ― 205

 その他 51 106

 営業外収益合計 172 435

 営業外費用 

 支払利息 242 167

 貸倒引当金繰入額 231 ―

 その他 25 30

 営業外費用合計 498 197

 経常利益 6,155 10,026

 特別利益 

 固定資産売却益 6 1

 投資有価証券売却益 6 260

 賞与引当金戻入額 500 400

 清算配当金 267 ─

 その他 ― 0

 特別利益合計 780 661

 特別損失 

 減損損失 50 ―

 事業再編損 ― 4,736

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 ― 1,958

 その他 2 107

 特別損失合計 52 6,802

 税引前四半期純利益 6,883 3,886

 法人税、住民税及び事業税 27 24

 法人税等合計 27 24

 四半期純利益 6,856 3,861
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(注) 「その他の金融収益」は、預金利息、貸付金利息(「営業貸付金利息」を除く)などであります。 

  

  

 
(注) １  顧客数は顧客別に名寄せした債務者数で、当社及び連結子会社毎の顧客数の合計を記載しております。 

２  自動契約機台数は、総設置台数であります。 

３  従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出

向者を含む就業人員数であります。 

４  貸倒償却額は、求償債権及び割賦売掛金等の貸倒償却額を含めて記載しております。 

  

5. 補足情報

(1) 営業収益

項    目

前第１四半期
連結累計期間

当第１四半期
連結累計期間

前連結会計年度

自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日

自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日

自 平成21年４月１日
至 平成22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) 構成比(％)

  営 業 貸 付 金 利 息 70,441 78.8 51,794 78.5 261,479 77.1

  そ の 他 の 金 融 収 益 40 0.1 22 0.0 131 0.0

  商 品 売 上 高 845 0.9 664 1.0 3,191 1.0

  そ の 他 の 営 業 収 益 18,114 20.2 13,495 20.5 74,179 21.9

償 却 債 権 取 立 益 2,192 2.4 2,036 3.1 7,823 2.3

あ っ せ ん 収 益 2,488 2.8 271 0.4 10,546 3.1

買 取 債 権 回 収 高 3,265 3.6 3,213 4.9 13,534 4.0

保 証 事 業 収 益 7,076 7.9 6,766 10.3 29,017 8.6

そ の 他 3,092 3.5 1,208 1.8 13,258 3.9

営 業 収 益 合 計 89,442 100.0 65,977 100.0 338,982 100.0

(2) その他の指標

項    目

前第１四半期
連結会計期間末

当第１四半期
連結会計期間末

前連結会計年度末

（平成21年６月30日） （平成22年６月30日） （平成22年３月31日）

 営業貸付金残高 (百万円) 1,480,299 1,111,514 1,297,985

無担保ローン 1,467,833 1,101,692 1,287,448

有担保ローン 12,466 9,822 10,537

 顧客数 (人) 2,852,664 2,224,147 2,587,582

無担保ローン 2,849,421 2,221,370 2,584,674

有担保ローン 3,243 2,777 2,908

 店舗数 (店) 1,591 1,491 1,538

有人店舗 200 151 169

自動契約店舗(無人) 1,391 1,340 1,369

 自動契約機台数 (台) 1,568 1,492 1,521

 現金自動設備 (台) 1,585 1,486 1,522

 ローン申込機 (台) 204 148 150

 従業員数    (人) 5,429 4,090 4,522

 貸倒償却額 (百万円) 38,166 30,568 188,831

 貸倒引当金残高   (百万円) 289,302 213,924 245,971
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