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(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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四半期報告書提出予定日 平成22年11月15日 配当支払開始予定日 ─

(百万円未満切捨て)

1.  平成23年３月期第２四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年３月期第２四半期 129,026 △26.6 5,815 △46.5 7,087 △35.4 △3,371 ─

22年３月期第２四半期 175,722 △12.9 10,874 △60.1 10,977 △60.1 9,588 △22.9

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２四半期 △26.58 ─

22年３月期第２四半期 75.61 67.66

  (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２四半期 1,243,593 267,090 20.3 1,991 91

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２四半期 252,604百万円 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 ─ 0 00

23年３月期(予想) ─ 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)  当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(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。 

 
(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 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(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２Ｑ 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２Ｑ 8,051,516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２Ｑ 126,815,179株 22年３月期２Ｑ 126,815,310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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(2) 連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………… P. 2 

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

2.  その他の情報 …………………………………………………………………………… P. 4 

(1) 重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………… P. 4 
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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11月５日（金） 国内機関投資家・証券アナリスト向け決算説明会 

・平成22年11月５日（金） 海外機関投資家向け電話会議 

  

※ 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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、各種の政策効果を背景に企業収益は改善が続き設

備投資についても増加しつつあり自律的回復に向けた動きが見られるものの、依然として失業率が高水

準にあるなど雇用情勢の悪化懸念が残っております。また、海外景気の下振れ懸念に加え、為替レート

や株価の変動により景気が下押しするリスクが存在しております。 

なお、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や、平成22年６月18日に「貸金業

法」完全施行による総量規制の導入等により貸金業者に対する業務規制がこれまで以上に強化されたこ

とに加え資金調達環境の悪化から、９月には業界大手が会社更生法の適用申請を行なうなど、経営環境

は依然厳しさを増しております。 

こうした環境の中、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」

による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引き続き進めてまいりました。 

当第２四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、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129,026百万円、経常利益は

7,087百万円となりました。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、3,371百万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23.0％減少し、1,076,156百万円となりました。これは、ポケ

ットカード株式会社(以下、ポケットカード)が連結の範囲から除外されたことなどにより、営業貸付金が

268,747百万円、割賦売掛金が69,853百万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0.9％増加し、167,436百万円となりました。これは、有形固定

資産が1,243百万円減少したほか、のれんやソフトウエアの減少により無形固定資産が8,260百万円減少し

た一方で、ポケットカードが連結の範囲から除外され持分法を適用する関連会社となったことに伴う投資

有価証券の増加により、投資その他の資産が10,942百万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20.5％減少し、1,243,593百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて25.6％減少し、466,670百万円となりました。これは、短期借

入金が64,532百万円、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45,999百万円それぞれ減少するなど、資金調達残高が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20.0％減少し、509,832百万円となりました。これは、社債が

20,073百万円、長期借入金が37,456百万円、債権流動化債務が35,768百万円、利息返還損失引当金が

32,072百万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22.8％減少し、976,503百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて10.9％減少し、267,090百万円となりました。これは、利益

剰余金が4,639百万円、少数株主持分が25,801百万円それぞれ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、前連結会計年度末から21,226百万円

（14.4％）減少し、125,847百万円となりました。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２四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99,183百万円となりました。これ

は、営業貸付金の減少143,028百万円、売上債権の減少14,049百万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30,667百万円、利息返還損失引当金の減少26,241百万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２四半期連結累計期間における投資活動による支出は6,727百万円となりました。これは、定期

預金の増加による支出6,883百万円などによるものです。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四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104,353百万円となりました。こ

れは、短期借入金の純収支額が23,144百万円の支出、長期借入金の純収支額が44,737百万円の支出、社

債の純収支額が35,155百万円の支出等によるものです。 

  

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、連結業績の維持・向上を図るため、グループ全体での収益基盤の強化を目指してま

いります。なお、今後の見通しについては、本年６月の貸金業法完全施行による影響が不透明なことか

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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該当事項はありません。 

  

  

  

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。 

  

  

  

①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号  平成20年３月

10日公表分)及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24号  平

成20年３月10日)を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

  

②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「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、第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ119百万円減少し、税

金等調整前四半期純損失は、2,124百万円増加しております。 

  

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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 115,377 138,772

受取手形及び売掛金 595 672

営業貸付金 1,029,237 1,297,985

割賦売掛金 8,989 78,843

買取債権 25,073 27,774

短期貸付金 20,001 11,548

繰延税金資産 1,751 8,464

求償債権 28,742 32,453

その他 41,862 46,701

貸倒引当金 △195,476 △245,372

流動資産合計 1,076,156 1,397,844

固定資産

有形固定資産 62,944 64,188

無形固定資産

のれん 44,635 47,823

その他 6,000 11,072

無形固定資産合計 50,635 58,896

投資その他の資産

投資有価証券 42,495 24,212

その他 11,952 19,301

貸倒引当金 △591 △599

投資その他の資産合計 53,856 42,914

固定資産合計 167,436 165,998

資産合計 1,243,593 1,563,843
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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)

負債の部

流動負債

短期借入金 87,670 152,203

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 190,909 236,908

未払法人税等 1,690 1,601

賞与引当金 1,682 2,949

債務保証損失引当金 16,603 18,668

利息返還損失引当金 71,898 73,108

事業再構築引当金 1,490 3,292

その他の引当金 8 700

その他 54,715 51,714

流動負債合計 466,670 626,946

固定負債

社債 185,382 205,456

転換社債型新株予約権付社債 42,000 42,000

長期借入金 163,885 201,341

債権流動化債務 36,232 72,000

退職給付引当金 4,230 5,581

利息返還損失引当金 75,444 107,517

その他の引当金 51 45

その他 2,605 3,347

固定負債合計 509,832 637,289

負債合計 976,503 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 108,227 112,866

自己株式 △57,425 △57,425

株主資本合計 258,872 263,511

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △193 776

為替換算調整勘定 △6,074 △4,947

評価・換算差額等合計 △6,267 △4,171

新株予約権 44 23

少数株主持分 14,441 40,243

純資産合計 267,090 299,606

負債純資産合計 1,243,593 1,563,843
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(2) 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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

営業収益

営業貸付金利息 137,745 98,890

その他の金融収益 80 59

商品売上高 1,745 1,300

その他の営業収益 36,150 28,776

営業収益合計 175,722 129,026

営業費用

金融費用 10,083 8,056

商品売上原価 404 214

その他の営業費用 154,359 114,939

営業費用合計 164,847 123,211

営業利益 10,874 5,815

営業外収益

受取利息及び配当金 250 139

持分法による投資利益 394 1,188

その他 277 465

営業外収益合計 922 1,793

営業外費用

支払利息 463 396

貸倒引当金繰入額 134 －

その他 222 124

営業外費用合計 820 521

経常利益 10,977 7,087

特別利益

固定資産売却益 47 10

投資有価証券売却益 40 260

賞与引当金戻入額 684 530

清算配当金 464 －

その他 19 184

特別利益合計 1,257 986

特別損失

固定資産売却損 0 32

固定資産除却損 218 128

減損損失 284 52

関係会社株式評価損 － 677

事業再編損 52 6,136

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,004

その他 132 191

特別損失合計 687 9,223

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（△）

11,546 △1,149

法人税、住民税及び事業税 2,200 1,489

法人税等調整額 △988 △10

法人税等合計 1,211 1,479

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △2,628

少数株主利益 746 742

四半期純利益又は四半期純損失（△） 9,588 △3,371
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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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

11,546 △1,149

減価償却費 3,835 2,298

のれん償却額 3,187 3,188

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20,697 △30,667

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △39,603 △26,241

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 － 2,004

営業貸付金の増減額（△は増加） 104,406 143,028

売上債権の増減額（△は増加） 6,010 14,049

求償債権の増減額（△は増加） △2,982 △156

債権流動化債務の増減額（△は減少） － 2,000

その他 2,509 △7,722

小計 58,036 100,632

利息及び配当金の受取額 718 276

利息の支払額 △466 △399

法人税等の支払額 △2,146 △1,325

営業活動によるキャッシュ・フロー 56,141 99,183

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） 3,124 △6,883

有価証券の増減額（△は増加） 11,500 －

無形固定資産の取得による支出 △1,805 △561

関係会社株式の取得による支出 △87 △535

貸付けによる支出 △430 △60

貸付金の回収による収入 4 640

その他 1,015 673

投資活動によるキャッシュ・フロー 13,320 △6,727

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） △5,500 －

短期借入れによる収入 212,855 31,758

短期借入金の返済による支出 △213,940 △54,902

長期借入れによる収入 56,419 63,960

長期借入金の返済による支出 △112,663 △108,697

社債の発行による収入 － 9,844

社債の償還による支出 △20,100 △45,000

配当金の支払額 △146 △1,268

その他 △33 △48

財務活動によるキャッシュ・フロー △83,109 △104,353

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,356 △1,084

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,291 △12,982

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 130,836 125,847
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当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

当社は、平成22年10月１日を効力発生日とし、当社の特定子会社である三洋信販株式会社及び三洋

信販株式会社の持株会社である朝日エンタープライズ株式会社(当社の完全子会社)を吸収合併いたし

ました。 

本合併は、三洋信販株式会社を吸収合併存続会社とし、朝日エンタープライズ株式会社を吸収合併

消滅会社とする吸収合併の直後に、効力発生日を同日として、当社を吸収合併存続会社とし、三洋信

販株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行ったものであります。 

なお、本合併により消滅する２社は当社の完全子会社であったため、連結財務諸表に与える影響は

ございません。 

  

(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

(6) 重要な後発事象
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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。 

  

4. 補足情報

(1) 営業収益

項    目

前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期
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９月30日

自 平成22年４月１日
至 平成22年９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 137,745 78.4 98,890 76.6 261,479 77.1

  そ の 他 の 金 融 収 益 80 0.0 59 0.1 131 0.0

  商 品 売 上 高 1,745 1.0 1,300 1.0 3,191 1.0

  そ の 他 の 営 業 収 益 36,150 20.6 28,776 22.3 74,179 21.9

償 却 債 権 取 立 益 4,222 2.4 3,791 2.9 7,823 2.3

あ っ せ ん 収 益 5,074 2.9 513 0.4 10,546 3.1

買 取 債 権 回 収 高 6,648 3.8 6,619 5.1 13,534 4.0

保 証 事 業 収 益 14,290 8.1 15,541 12.1 29,017 8.6

そ の 他 5,914 3.4 2,309 1.8 13,258 3.9

営 業 収 益 合 計 175,722 100.0 129,026 100.0 338,982 100.0

(2) その他の指標

項    目

前第２四半期
連結会計期間末

当第２四半期
連結会計期間末

前連結会計年度末

（平成21年９月30日） （平成22年９月30日） （平成22年３月31日）

 営業貸付金残高 (百万円) 1,435,024 1,029,237 1,297,985

無担保ローン 1,423,273 1,020,060 1,287,448

有担保ローン 11,750 9,177 10,537

 顧客数 (人) 2,777,494 2,121,864 2,587,582

無担保ローン 2,774,377 2,119,196 2,584,674

有担保ローン 3,117 2,668 2,908

 店舗数 (店) 1,579 1,395 1,538

有人店舗 200 76 169

自動契約店舗(無人) 1,379 1,319 1,369

 自動契約機台数 (台) 1,556 1,395 1,521

 現金自動設備 (台) 1,570 1,387 1,522

 ローン申込機 (台) 198 ─ 150

 従業員数    (人) 5,217 3,121 4,522

 貸倒償却額 (百万円) 87,651 75,151 188,831

 貸倒引当金残高   (百万円) 275,424 196,067 245,971
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