
  

１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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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）

  売上高 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２四半期  120,841  3.1  8,023  △7.5  7,942  △8.4  4,863  △6.9

25年３月期第２四半期  117,183  1.8  8,672  △0.7  8,672  △0.8  5,226  1.8

（注）包括利益 26年３月期第２四半期 5,093百万円（ ％） △2.2   25年３月期第２四半期 5,207百万円 （ ％） 1.8

  
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２四半期  155.81  －

25年３月期第２四半期  167.42  －

  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 

26年３月期第２四半期  728,054  123,577  16.9  3,946.56

25年３月期  700,504  119,186  17.0  3,807.05

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 123,199百万円   25年３月期 118,845百万円 

  
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 

25年３月期  － 20.50 － 22.50  43.00

26年３月期  － 21.50     

26年３月期（予想）     － 21.50  43.00

（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、対前期増減率）

  売上高 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 

通期  240,500  2.8  16,000  △6.1  15,900  △6.0  9,600  △6.0  307.52

（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 

  

  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期２Ｑ 31,243,223株 25年３月期 31,243,223株

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 26,252株 25年３月期 26,024株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 31,217,054株 25年３月期２Ｑ 31,217,205株

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書の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報告書のレビュー手続は終了しておりません。

 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。なお、業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあた

っての注意事項等については、添付資料４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。 
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（１）経営成績に関する説明 

（第２四半期連結累計期間の連結経営成績） 

  

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府・日銀による財政・金融政策等を背景に、円安の定着

による輸出の増加、消費動向の改善、企業業績の回復など、景気の回復基調が確認される状況になりました。 

一方、企業の設備投資に関しては未だ慎重姿勢ではあるものの、経済環境の好転等を受け徐々に改善の兆しが

見え始めています。 

リース業界においても、平成25年８月累計のリース取扱高（公益社団法人リース事業協会統計）は、前年同期

比4.6％増加の１兆 億円と堅調に推移しています。 

このような経済環境の中、当社グループにおいては、引き続きベンダー営業を軸として、優良な営業資産の増

大を図りました。特に主要ベンダーとの連携強化と新規分野の開拓を継続し、取扱高は前年同期比 ％増加の

億円と過去 高額となりました。併せて着実に積上げて来た営業資産残高も過去 高となりました。その結

果、売上高は前年同期比 ％増加し 億円となりました。政府の金融支援策である中小企業金融円滑化法の終

了後半年が経過しましたが、事故の発生は引き続き低位に推移しました。しかしながら、前年同期の貸倒費用戻し

入れの反動もあり、営業利益は前年同期比 ％減少し 億円となりました。また四半期純利益は前年同期比 ％

減少し 億円となりました。これらの結果、第２四半期連結累計期間の連結業績は、前年同期比で増収減益となり

ました。 

  

【リース・割賦】 

リース・割賦事業においては、主力である事務用・情報関連機器の取扱高が前年同期比 ％増加し順調に伸長

しました。また医療機器は第２四半期連結累計期間としては過去 高を更新し取扱高200億円を突破しました。環

境関連機器など新規分野も伸長し、リース・割賦全体の取扱高は 億円と前年同期比 ％増加しました。その

結果、営業資産残高は前期末比 億円増加し、 億円となりました。 

リース・割賦事業の売上高は前年同期比2.8％増加し 億円となりました。リース粗利の減少や貸倒費用の

増加により、セグメント利益は前年同期比11.3％減少し、 億円となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  前第２四半期連結累計期間

（自 平成24年４月１日 

至 平成24年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自 平成25年４月１日 

至 平成25年９月30日）

増 減 

  金額 伸率(%) 

売上高（百万円）  117,183  120,841  3,658  3.1

営業利益（百万円）  8,672  8,023  △649  △7.5

経常利益（百万円）  8,672  7,942  △730  △8.4

四半期純利益（百万円）  5,226  4,863  △362  △6.9

１株当たり四半期純利益 167円42銭 155円81銭 △11円61銭  －

（取扱高） 

リース・割賦事業（百万円）  138,596  150,262  11,665  8.4

金融サービス事業（百万円）  10,184  10,932  747  7.3

取扱高合計（百万円）  148,781  161,195  12,413  8.3

9,330

8.3

1,611

3.1 1,208

7.5 80 6.9

48

  

売上高（百万円） セグメント利益（百万円） 営業資産（百万円） 

前四半期

累計 

当四半期

累計 
増減 

前四半期

累計 

当四半期

累計 
増減 前期末 

当四半期

末 
増減 

リース・割賦  114,142  117,367 3,225 7,892 7,000 △892  504,815  523,153 18,338

金融サービス  2,495  2,746 250 1,198 1,307 108  91,209  93,143 1,934

報告セグメント計  116,637  120,113 3,475 9,091 8,308 △783  596,024  616,297 20,272

その他  545  728 182 107 120 12  12,785  11,263 △1,521

合 計  117,183  120,841 3,658 9,199 8,428 △770  608,809  627,560 18,750

9.7

1,502 8.4

183 5,231

1,173

70



【金融サービス】 

金融サービス事業は、ローン商品の拡充も寄与し、取扱高が前年同期比 ％増加の 億円となりました。営

業資産残高は、前期末から 億円増加し 億円となりました。また、融資に加え売掛金集金代行サービス等手数

料収入も順調に伸長したことから、売上高は前年同期比10.0％増加し 億円となりました。セグメント利益は前年

同期比9.1％増加し 億円となりました。 

  

【その他】 

その他の事業は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、計測・校正・機器点検等の受託技術サ

ービス、及びリコーグループ会社への融資・ファクタリング取引等が含まれています。売上高は前年同期比33.5％

増加の７億円、セグメント利益は前年同期比 百万円増加し１億20百万円となりました。 

また、その他の事業の営業資産残高は、前期末比 億円減少し、 億円となりました。 

   

   

（２）財政状態に関する説明 

（資産の状況） 

*営業資産には報告セグメントの営業資産に加え、その他事業の営業資産を含めております。  

【総資産】 

総資産は、営業資産残高が 億円増加したことや、未収賃貸債権が45億円増加したことなどから、前期末比

億円増加し 億円となりました。 

  

【純資産】 

純資産は、当四半期純利益による 億円の増加と、剰余金の配当７億円による減少等で、前期末比 億円増加

し、 億円となりました。自己資本比率は前期末の ％から0.1ポイントマイナスの ％となりました。 

   

（キャッシュ・フローの状況） 

    

【営業活動によるキャッシュ・フロー】 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間が 億円の支出に対して、当第２四半期連

結累計期間は 億円の支出となり 億円の支出の減少となりました。この支出の減少は、リース債権及びリース

投資資産の増加額（支出）が前年同期と比較して、75億円から114億円へ38億円支出が増加する一方で、営業貸付

金の増加額（支出）が 億円から 億円へ 億円支出が減少したこと、及びその他の営業貸付債権の増加額（支

出）が116億円の支出から12億円の収入へ129億円支出が減少したことなどが主な要因であります。 

  

【投資活動によるキャッシュ・フロー】 

投資活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間に比べて 百万円支出が増加し、２億円の

支出となりました。これは主に社用資産の取得によるものであります。 

  

7.3 109

19 931

27

13

12

15 112

  

  

前連結会計年度末 

（平成25年3月31日） 

当第２四半期連結会計期間末

（平成25年９月30日） 

増 減 

金額 伸率(%) 

 総資産（百万円） 700,504 728,054  27,549 3.9

 *営業資産（百万円） 608,809 627,560  18,750 3.1

 営業資産以外（百万円） 91,695 100,493  8,798 9.6

 純資産（百万円） 119,186 123,577  4,390 3.7

 自己資本比率（％） 17.0 16.9 △0.1ポイント 

187

275 7,280

48 43

1,235 17.0 16.9

  

前第２四半期 

連結累計期間 

  (自 平成24年４月１日 

  至 平成24年９月30日) 

当第２四半期 

連結累計期間 

  (自 平成25年４月１日 

  至 平成25年９月30日)  

増減 

 営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円）  △31,688  △21,933  9,755

 投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円）  △255  △290  △35

 財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円）  31,809  24,228  △7,580

 現金及び現金同等物四半期末残高（百万円）  855  2,838  1,983

316

219 97

55 4 51

35



【財務活動によるキャッシュ・フロー】 

財務活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間 億円の収入から当第２四半期連結累計期

間 億円の収入となりました。前第２四半期連結累計期間においては、借入による純収入224億円、コマーシャ

ル・ペーパーの発行による収入100億円、期末配当金の支払額６億円を要因として318億円の資金収入となりまし

た。当第２四半期連結累計期間は、借入返済による純支出９億円、コマーシャル・ペーパーの発行による収入60億

円、社債の発行による収入199億円、期末配当金の支払額７億円を要因として 億円の資金収入となりました。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

（修正の理由） 

第２四半期までの業績動向及び今後の見通しを踏まえ、通期の業績予想を上記のように前回予想値から修正い

たします。 

  

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

   

   

318

242

242

         売上高 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 

前回発表（Ａ） 236,000 16,000 15,900 9,600 307.52 

今回修正予想（Ｂ） 240,500 16,000 15,900 9,600 307.52 

増減額（Ｂ－Ａ） 4,500 － － － － 

増減率（％） 1.9 － － － － 

（ご参考）前期実績 

（平成25年３月期） 
234,009 17,030 16,921 10,215 327.26 

 上記の業績予想は、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、その達成を当社として約

束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる場合があることをご承知おきください。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 834 2,838

受取手形及び売掛金 17 10

割賦債権 54,831 61,018

未収賃貸債権 23,584 28,156

リース債権及びリース投資資産 444,268 455,705

営業貸付金 103,994 104,407

その他の営業貸付債権 41,356 40,145

その他の営業資産 8,870 8,447

賃貸料等未収入金 7,396 6,738

その他の流動資産 9,452 12,643

貸倒引当金 △10,631 △9,845

流動資産合計 683,975 710,265

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産 9,505 10,485

社用資産 515 473

有形固定資産合計 10,021 10,958

無形固定資産   

賃貸資産 234 228

その他の無形固定資産 1,573 1,666

無形固定資産合計 1,807 1,894

投資その他の資産   

投資有価証券 1,184 1,548

破産更生債権等 2,363 2,406

その他 1,835 1,674

貸倒引当金 △684 △693

投資その他の資産合計 4,699 4,935

固定資産合計 16,529 17,788

資産合計 700,504 728,054



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,493 18,162

短期借入金 134,235 120,987

1年内返済予定の長期借入金 53,117 32,085

1年内償還予定の社債 20,000 55,000

コマーシャル・ペーパー 19,000 25,000

未払法人税等 1,350 3,390

割賦未実現利益 4,024 4,283

賞与引当金 713 709

役員賞与引当金 23 －

その他の流動負債 39,188 37,613

流動負債合計 292,145 297,232

固定負債   

社債 75,000 60,000

長期借入金 210,786 244,075

退職給付引当金 632 676

その他の固定負債 2,753 2,492

固定負債合計 289,172 307,243

負債合計 581,317 604,476

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,896 7,896

資本剰余金 10,160 10,160

利益剰余金 100,590 104,752

自己株式 △46 △46

株主資本合計 118,601 122,762

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 243 437

その他の包括利益累計額合計 243 437

少数株主持分 341 378

純資産合計 119,186 123,577

負債純資産合計 700,504 728,054



（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24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

売上高 117,183 120,841

売上原価 102,806 106,549

売上総利益 14,377 14,292

販売費及び一般管理費 5,704 6,269

営業利益 8,672 8,023

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 9 9

その他の営業外収益 11 9

営業外収益合計 21 19

営業外費用   

支払利息 7 9

社債発行費 － 78

投資事業組合運用損 － 8

その他の営業外費用 14 3

営業外費用合計 21 100

経常利益 8,672 7,942

税金等調整前四半期純利益 8,672 7,942

法人税、住民税及び事業税 4,095 3,101

法人税等調整額 △681 △59

法人税等合計 3,413 3,042

少数株主損益調整前四半期純利益 5,258 4,900

少数株主利益 32 36

四半期純利益 5,226 4,863



（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24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 5,258 4,900

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △50 193

その他の包括利益合計 △50 193

四半期包括利益 5,207 5,093

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 5,176 5,057

少数株主に係る四半期包括利益 31 36



(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24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25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 8,672 7,942

賃貸資産減価償却費 2,700 2,755

社用資産減価償却費及び除却損 436 398

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,418 △776

賞与引当金の増減額（△は減少） △9 △4

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15 △23

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13 44

受取利息及び受取配当金 △11 △14

資金原価及び支払利息 1,048 1,002

社債発行費 － 78

投資事業組合運用損益（△は益） － 8

割賦債権の増減額（△は増加） △4,627 △5,928

未収賃貸債権の増減額（△は増加） △5,593 △4,572

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増
加）

△7,594 △11,436

営業貸付金の増減額（△は増加） △5,531 △412

その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） △11,691 1,210

賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） 553 658

賃貸資産の取得による支出 △2,890 △3,780

破産更生債権等の増減額（△は増加） － △43

仕入債務の増減額（△は減少） △1,725 △2,331

その他 1,776 △4,678

小計 △25,908 △19,902

利息及び配当金の受取額 16 18

利息の支払額 △1,062 △1,037

法人税等の支払額 △4,734 △1,011

営業活動によるキャッシュ・フロー △31,688 △21,933

投資活動によるキャッシュ・フロー   

社用資産の取得による支出 △264 △390

投資有価証券の取得による支出 △1 △71

その他 9 171

投資活動によるキャッシュ・フロー △255 △290

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 11,076 △13,247

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 10,000 6,000

長期借入れによる収入 27,000 53,325

長期借入金の返済による支出 △15,596 △41,068

社債の発行による収入 － 19,921

配当金の支払額 △671 △702

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 31,809 24,228

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △135 2,004

現金及び現金同等物の期首残高 990 834

現金及び現金同等物の四半期末残高 855 2,838



該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報   

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、計測・校正・機器点検等の

受託技術サービス、リコーグループ会社への融資、リコーグループのファクタリング等を含んでおりま

す。 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

該当事項はありません。 

  

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
リース・割賦 金融サービス 計 

売上高           

外部顧客への売上高  114,142  2,495  116,637  545  117,183

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  114,142  2,495  116,637  545  117,183

セグメント利益  7,892  1,198  9,091  107  9,199

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  9,091

「その他」の区分の利益  107

全社費用（注）  △526

四半期連結損益計算書の営業利益  8,672



Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年９月30日）  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、計測・校正・機器点検等の

受託技術サービス、リコーグループ会社への融資、リコーグループのファクタリング等を含んでおりま

す。 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

該当事項はありません。 

   

   

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
リース・割賦 金融サービス 計 

売上高           

外部顧客への売上高  117,367  2,746  120,113  728  120,841

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  117,367  2,746  120,113  728  120,841

セグメント利益  7,000  1,307  8,308  120  8,428

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  8,308

「その他」の区分の利益  120

全社費用（注）  △404

四半期連結損益計算書の営業利益  8,023
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