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代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 齋藤 雅之 

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員経営企画部長 (氏名) 風間 雄二 TEL 03-5877-1111

四半期報告書提出予定日 平成25年８月13日 配当支払開始予定日 ― 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有 

四半期決算説明会開催の有無 ：無 

（百万円未満切捨て） 
１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25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 ％

26年３月期第１四半期 50,903 △1.5 8,737 73.0 8,737 73.0 7,956 72.4
25年３月期第１四半期 51,698 △0.3 5,049 － 5,049 － 4,615 －

（注）包括利益   26年３月期第１四半期 8,711百万円（108.8％）   25年３月期第１四半期 4,171百万円（－％） 

 

 
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

26年３月期第１四半期 10.95 4.63
25年３月期第１四半期 6.77 2.69

 
（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 ％ 

26年３月期第１四半期 4,547,369 206,517 4.5 
25年３月期 4,480,366 197,801 4.4 

（参考）自己資本   26年３月期第１四半期 206,359百万円   25年３月期 197,678百万円 

 
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

25年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00
26年３月期 －  

26年３月期(予想)  0.00 － － － 

（注）１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無 

２．平成26年３月期（予想）の期末配当金については未定であります。 

 
３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、四半期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) 102,700 △1.8 12,200 1.0 12,200 1.0 12,100 8.3 15.33
通期 207,800 △1.3 26,900 562.9 26,900 562.9 26,000 760.6 32.95

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無 

 



 

 

※ 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) 26年３月期１Ｑ 789,049,918 株 25年３月期 711,049,918 株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 39,353 株 25年３月期 52,819 株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 26年３月期１Ｑ 726,440,240 株 25年３月期１Ｑ 681,910,311 株

（注）平成25年６月13日に、伊藤忠商事株式会社が保有する第１回Ｊ種優先株式について、普通株式への取得請求権が行使され、

当第１四半期連結会計期間末の普通株式の発行済株式総数が78,000,000株増加しております。 

 
※ 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。なお、連結業績予想に関する事項につきましては、添付資料３ページ

「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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。 

２．当第１四半期決算補足説明資料は平成25年７月30日に当社ホームページに掲載いたします。 



 

 

（参考）個別業績予想 

平成26年３月期の個別業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 97,000 △1.7 12,200 12.4 12,200 12.4 12,200 18.5 15.46
通期 196,200 △1.4 26,300 813.2 26,300 813.2 25,600 998.2 32.44

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無 
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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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国等海外景気の持ち直しや政策効果による国内需

要の底堅さを背景に企業の生産は増加基調となり、また株高や国内景気の緩やかな回復への期待感から消

費者マインドは改善され個人消費も底堅く推移しました。しかしながら当業界におきましては、エコカー

補助金効果の剥落に伴う影響が一部に残るなど、先行きを必ずしも楽観視できない経営環境が続きました。 

このような状況のなか、当社におきましては、３ヵ年の中期経営計画の２年目として、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を進めております。 

 

当第１四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7億円減の509億円となりました。 

融資以外の事業収益につきましては、ほぼ前年同期並みを確保しましたが、融資収益の減収により営業

収益全体では微減となりました。 

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、エコカー補助金効果の剥落による新

車販売の減少や下取車の供給減少が中古車市場にも影響を及ぼすなか、比較的収益率の高い中古車の取扱

高減少等により事業収益は減収となりました。しかしながらボルボ・カー・ジャパン株式会社との新規提

携効果もあり輸入車の取扱高が増加したことや、自由返済型ローン、オートリース等の戦略商品の推進等

によりオートローン全体の取扱高は増加いたしました。ショッピングクレジットにつきましては、住宅リ

フォーム分野の取扱高はやや減少しましたが、学費分野や決済系商品の増加によりショッピングクレジッ

ト全体の取扱高は増加し増収となりました。 

カード・融資事業のカードショッピングでは、大型提携先を中心に取扱高は堅調に増加するとともに、

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、既存会員データの分析

による利用促進テレマーケティングや個人事業主向け商品の推進等により、取扱高の増加傾向は継続して

おります。 

銀行保証事業では、大手地銀との新規提携や既存提携先に対する商品リニューアル等の総合提案により

フリーローンや目的ローンの取扱高が拡大し、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44億円減の421億円となりました。 

一般経費につきましては一層のコスト削減に努めたことにより減少し、貸倒引当金繰入額につきまして

も更なる債権良質化の進展が図られたことから減少いたしました。 

 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、経常利益は前年同期比36億円増の87億円、四半期純

利益は前年同期比33億円増の79億円となりました。 

 

(2) 財政状態に関する説明 

資産の状況につきまして、資産合計は前連結会計年度の4兆4,803億円から670億円増加し、4兆5,473億円

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4兆2,825億円から582億円増加し、4兆3,408億円

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1,978億円から87億円増加し、2,065億円となりました。

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) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

連結業績予想につきましては、本年５月10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 

該当事項はありません。 



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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 150,638 138,571

受取手形及び売掛金 1,113 940

割賦売掛金 677,236 725,800

信用保証割賦売掛金 2,805,078 2,857,761

資産流動化受益債権 452,177 424,776

事業貸付金 205 187

保証事業債権 60 52

販売用不動産 2,382 2,322

その他のたな卸資産 1,017 1,098

その他 363,768 368,877

貸倒引当金 △170,489 △169,746

流動資産合計 4,283,189 4,350,641

固定資産   

有形固定資産 106,743 106,657

無形固定資産   

のれん 279 264

その他 63,299 63,611

無形固定資産合計 63,579 63,876

投資その他の資産 26,854 26,195

固定資産合計 197,177 196,728

資産合計 4,480,366 4,547,369

－ 4 －
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 335,057 351,049

信用保証買掛金 2,805,078 2,857,761

保証事業債務 60 52

短期借入金 71,584 75,301

1年内返済予定の長期借入金 321,296 307,103

未払法人税等 483 224

賞与引当金 3,333 1,719

事業整理損失引当金 23 23

割賦利益繰延 17,256 18,219

その他 255,358 283,086

流動負債合計 3,809,534 3,894,543

固定負債   

社債 154 154

長期借入金 413,181 390,623

退職給付引当金 13,444 13,611

ポイント引当金 4,182 4,115

利息返還損失引当金 28,513 23,921

資産除去債務 237 243

その他 13,318 13,638

固定負債合計 473,031 446,309

負債合計 4,282,565 4,340,852

純資産の部   

株主資本   

資本金 150,006 150,006

資本剰余金 841 841

利益剰余金 50,703 58,658

自己株式 △23 △20

株主資本合計 201,527 209,485

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 278 244

繰延ヘッジ損益 △521 △457

為替換算調整勘定 △3,605 △2,912

その他の包括利益累計額合計 △3,849 △3,126

新株予約権 52 56

少数株主持分 70 102

純資産合計 197,801 206,517

負債純資産合計 4,480,366 4,547,369

－ 5 －
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

営業収益   

事業収益   

信販業収益 48,047 47,279

その他の事業収益 2,295 2,345

事業収益合計 50,343 49,625

金融収益 178 243

その他の営業収益 1,176 1,034

営業収益合計 51,698 50,903

営業費用   

販売費及び一般管理費 42,310 38,314

金融費用 4,248 3,772

その他の営業費用 89 79

営業費用合計 46,648 42,165

営業利益 5,049 8,737

経常利益 5,049 8,737

特別利益   

投資有価証券売却益 － 404

特別利益合計 － 404

特別損失   

有形固定資産除却損 9 45

投資有価証券売却損 16 －

投資有価証券評価損 3 0

特別損失合計 28 45

税金等調整前四半期純利益 5,020 9,096

法人税、住民税及び事業税 327 90

法人税等調整額 48 1,019

法人税等合計 375 1,109

少数株主損益調整前四半期純利益 4,645 7,986

少数株主利益 29 29

四半期純利益 4,615 7,956

－ 6 －
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,645 7,986

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △99 △34

繰延ヘッジ損益 49 64

為替換算調整勘定 △423 694

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 △474 724

四半期包括利益 4,171 8,711

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,143 8,679

少数株主に係る四半期包括利益 27 31

－ 7 －

㈱オリエントコーポレーション（8585）平成26年３月期 第１四半期決算短信



 

 

㈱オリエントコーポレーション（8585）平成26年３月期 第１四半期決算短信 

 

- 8 - 

(3) 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。 

 

（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。 

 

 




