
  

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） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）１．当四半期における配当予想の修正有無：無 

２．上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株

式（非上場）の配当の状況については、「５．種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

３．当社は定款において第２四半期末および期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日にお

ける配当予想額は未定であります。（「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」欄参照） 
  

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）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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  18,942  △13.6  2,114  136.8  2,054  133.3  1,776  111.2

22年３月期第１四半期  21,925  △11.4  893  △53.3  880  △53.8  841  △29.7

  
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  1  46  0  50

22年３月期第１四半期  3  57  0  20

  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  1,198,188  78,955  6.6  △44  42

22年３月期  1,209,803  77,234  6.4  △45  66

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 78,881百万円 22年３月期 77,173百万円

  
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 － － 0 00  0  00

23年３月期  －  －

23年３月期（予想）  － － － － － －  －  －

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  38,700  △10.4  1,500  △21.1  1,500  △23.4  1,000  △51.3  0  82

通期  77,400  △9.0  5,000  －  5,000  －  4,000  －  3  28



４．その他（詳細は、［添付資料］P.2「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 

新規        社 （社名）                        、除外        社  （社名） 

（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。 

  

（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 

（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） 

  
  

※  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財務諸表のレビュー手続は終了していません。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．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および合理的であ

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。 

２．当社は平成８年３月期より普通株式に係る配当を実施しておりません。現時点では配当を行うかどうかについて

は未定であります。   

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 1,218,589,342株 22年３月期 1,219,155,275株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ －株 22年３月期 65,004株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 1,218,839,745株 22年３月期１Ｑ 235,869,491株



５．種類株式の配当の状況 

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 

  

  １株当たり配当金  

（基準日） 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間 

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭 

第一回Ｂ種優先株式            

22年３月期 ─ 0.00 ─ 0.00 0.00

23年３月期 ─ ─── ─── ─── ─── 

23年３月期（予想） ─── 未定 ─ 未定 未定 

第一回Ｃ種優先株式            

22年３月期 ─ 0.00 ─ 0.00 0.00

23年３月期 ─ ─── ─── ─── ─── 

23年３月期（予想） ─── 未定 ─ 未定 未定 

Ｄ種優先株式            

22年３月期 ─ 40.00 ─ 0.00 40.00

23年３月期 ─ ─── ─── ─── ─── 

23年３月期（予想） ─── 未定 ─ 未定 未定 

Ｅ種優先株式           

22年３月期 ─ 15.00 ─ 0.00 15.00 

23年３月期 ─── ─── ─── ─── ─── 

23年３月期（予想） ─── ─── ─── ─── ─── 

Ｆ種優先株式           

22年３月期 ─ 15.00 ─ 0.00 15.00

23年３月期 ─── ─── ─── ─── ─── 

23年３月期（予想） ─── ─── ─── ─── ─── 

Ｇ種優先株式           

22年３月期 ─ 15.00 ─ 0.00 15.00

23年３月期 ─ ─── ─── ─── ─── 

23年３月期（予想） ─── 未定 ─ 未定 未定 

Ｈ種優先株式         

22年３月期 ─ 15.00 ─ 0.00 15.00 

23年３月期 ─ ─── ─── ─── ─── 

23年３月期（予想） ─── 未定 ─ 未定 未定 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や個人消費の回復など、景気は着実に持ち直

してまいりましたが、米国・欧州を中心とした海外景気の下振れ懸念や高水準の失業率が続く雇用情勢など、先行

きの不透明感は強く、本格的な景気回復にはなお時間を要する状況で推移してまいりました。 

当業界におきましては、平成22年６月に貸金業法の最終施行を迎え、マーケット規模の縮小が続くなど、経営環

境は依然として厳しい状況に置かれました。 

このような中、当社グループは、平成22年４月１日に事業持株会社体制への移行を完了し、今後の目指すべき方

向として次のような中期経営計画を策定し、平成22年５月に公表いたしました。 

（中期経営計画の概要） 

中期経営計画の目指すビジョン 

「お客さまに選ばれ、提携先に支持される新しい時代に相応しい信販会社になる」 

中期経営計画の方向性 

「融資収益の依存から脱却し、本業の収益性を高めた信販会社にしかできないビジネスモデルを確立」 

中期経営計画の骨子 

①「質を伴った量の拡大を目指す営業体制の確立」 

－ショッピングクレジット事業の発展的強化 

－クレジットカード事業の採算性の改善 

－フィービジネス収益基盤の確立 

－新生銀行グループ一体化による収益増強策の推進 

②「他を凌駕するローコストオペレーション体制の確立」 

－事業・業種に捉われないセンター体制の確立 

－徹底したＩＴ化とビジネスプロセスの最大限の自動化の実現 

－抜本的な業務見直しによる効率化の推進 

当第１四半期連結会計期間におきましては、質を伴った量の拡大を目指し、商品やサービスの拡充に努めてまい

りました。 

ショッピングクレジット事業におきましては、営業体制の強化に努めるとともに、お客さまのニーズを重視した

新学費分割クレジットの取り扱いを開始するなど、商品の開発・改良に努め、ショッピングクレジット事業の発展

的強化に取り組んでまいりました。 

クレジットカード事業におきましては、会員向けサービス拡充の一環として、250店以上のショップが参加する

「アプラスポイントプラスモール」を開設し、インターネットショッピングの際に、同モールを経由してカードを

利用することで最大30倍のポイントがたまるサービスを開始するなど、お客さまの利便性向上・利用促進に努めて

まいりました。 

当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、貸金業法の最終施行の影響による融資収益の減少などによ

り、営業収益は189億42百万円（前第１四半期連結会計期間比13.6％減）となりました。営業費用は、良質債権の

積み上げや債権の回収体制の効率化による貸倒引当金繰入額の大幅な減少などにより、168億27百万円（同20.0％

減）となりました。この結果、営業利益は21億14百万円（同136.8％増）、経常利益は20億54百万円（同133.3％

増）となりました。四半期純利益は、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額を特別損失として計上したことな

どから、17億76百万円（同111.2％増）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、信用保証割賦売掛金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ116

億14百万円減少の１兆1,981億88百万円となりました。負債につきましては、信用保証買掛金の減少などにより、

前連結会計年度末に比べ133億35百万円減少の１兆1,192億32百万円となりました。純資産につきましては前連結会

計年度末に比べ17億20百万円増加の789億55百万円となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の連結業績予想につきましては、現時点において、平成22年５月14日の公表数値に変更はありま

せん。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按

分する方法によっております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 資産除去債務に関する会計基準等の適用 

当第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）および「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および経常利益はそれぞれ２百万円減少し、税金等調整前四半期純利

益は69百万円減少しております。   

② 企業結合に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する

会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関

する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。  

  

２．その他の情報
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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 113,463 115,557

割賦売掛金 370,653 350,021

信用保証割賦売掛金 568,650 596,458

有価証券 1,672 2,342

その他 93,859 96,017

貸倒引当金 △35,355 △36,471

流動資産合計 1,112,943 1,123,926

固定資産   

有形固定資産 9,007 8,998

無形固定資産   

のれん 4,835 5,045

その他 9,303 8,842

無形固定資産合計 14,138 13,887

投資その他の資産 62,098 62,988

固定資産合計 85,245 85,874

繰延資産 － 2

資産合計 1,198,188 1,209,803

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,953 18,920

信用保証買掛金 568,650 596,458

短期借入金 249,297 223,631

未払法人税等 313 207

賞与引当金 418 734

ポイント引当金 1,277 1,265

債権流動化預り金 127,678 126,252

その他 126,240 133,377

流動負債合計 1,091,830 1,100,846

固定負債   

長期借入金 10,274 12,603

退職給付引当金 633 618

役員退職慰労引当金 151 148

利息返還損失引当金 13,578 15,161

資産除去債務 151 －

その他 2,612 3,190

固定負債合計 27,402 31,721

負債合計 1,119,232 1,132,568
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,000 15,000

資本剰余金 63,502 63,552

利益剰余金 404 △1,372

自己株式 － △17

株主資本合計 78,907 77,163

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △25 10

評価・換算差額等合計 △25 10

少数株主持分 73 61

純資産合計 78,955 77,234

負債純資産合計 1,198,188 1,209,803
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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   

包括信用購入あっせん収益 2,666 2,771

個別信用購入あっせん収益 2,828 2,287

信用保証収益 4,193 3,797

融資収益 9,692 6,849

金融収益 516 936

その他の営業収益 2,028 2,301

営業収益合計 21,925 18,942

営業費用   

販売費及び一般管理費 19,389 15,944

金融費用 1,643 882

営業費用合計 21,032 16,827

営業利益 893 2,114

営業外収益   

雑収入 14 27

営業外収益合計 14 27

営業外費用   

固定資産除却損 7 －

社債発行費償却 5 －

投資有価証券評価損 － 63

雑損失 14 24

営業外費用合計 26 87

経常利益 880 2,054

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 66

特別損失合計 － 66

税金等調整前四半期純利益 880 1,988

法人税、住民税及び事業税 33 199

法人税等合計 33 199

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,789

少数株主利益 5 12

四半期純利益 841 1,776
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該当事項はありません。   

該当事項はありません。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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