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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11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 ：有（アナリスト向け） 

（百万円未満切捨て） 
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） 
（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２四半期 101,947 △2.5 15,827 31.0 15,827 31.0 14,200 27.1
25年３月期第２四半期 104,592 0.1 12,083 － 12,083 － 11,172 －

（注）包括利益   26年３月期第２四半期 14,957百万円（42.5％）   25年３月期第２四半期 10,493百万円（－％） 

 

 
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２四半期 18.74 8.26
25年３月期第２四半期 16.38 6.50

 
（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２四半期 4,590,412 212,768 4.6 
25年３月期 4,480,366 197,801 4.4 

（参考）自己資本   26年３月期第２四半期 212,638百万円   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 － 0.00  

26年３月期(予想)  － － － 

（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、対前期増減率） 

 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

通期 204,800 △2.8 27,800 585.1 27,800 585.1 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 ：有 

 



 

 

※ 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２Ｑ 789,099,918 株 25年３月期 711,049,918 株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 41,784 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２Ｑ 757,920,804 株 25年３月期２Ｑ 681,955,046 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一回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、

普通株式の発行済株式数が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２四半期決算補足説明資料は平成25年10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、対前期増減率） 

 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

通期 191,800 △3.6 26,900 834.0 26,900 834.0 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 ：有 
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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済が全体として持ち直しに向かうなか政策効

果等もあり公共投資や住宅投資が増加するなど、緩やかに回復しつつあります。また雇用・所得環境に改

善の動きがみられるとともに個人消費も引き続き底堅く推移しております。 

このような状況のもと、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、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、ビジネスモデル改革を

一層推し進めております。また事業領域の拡大に向け既存事業周辺の成長分野へのチャレンジも継続して

おります。 

 

当第２四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26億円減の1,019億円となりました。 

カード・融資事業のカードショッピングは、取扱高が伸長したことにより増収となりましたが、個品割

賦事業及び融資の減収により、営業収益全体では減収となりました。 

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、輸入車マーケットが好調であるなか

ボルボ・カー・ジャパン株式会社との新規提携効果もありオートローン全体の取扱高は増加いたしました

が、比較的収益率が低い輸入車の取扱構成比が上昇したこと等により事業収益は減収となりました。ショッ

ピングクレジットでは新規提携校数の拡大等により学費の取扱高は増加し、また新たに取り組みを強化し

てきた決済系商品の取扱高も伸長しました。しかしながら数年来の重点分野である住宅用の太陽光発電シ

ステムの販売ウエイトが非住宅用にシフトされた影響等により、住宅リフォーム分野での取扱高が減少し

たこと等から事業収益は減収となりました。 

カード・融資事業のカードショッピングは、大型提携先への利用促進策の効果等により取扱高は堅調に

推移、リボ残高も引き続き増加し増収となりました。一方、融資収益は引き続き減収となりましたが、既

存会員データ分析による利用促進テレマーケティング等が奏功し取扱高は増加傾向を継続しております。 

銀行保証事業では、新規提携先の開拓及び既存提携先との取り組み拡充策の効果等により保証残高は増

加、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63億円減の861億円となりました。 

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２四半期連結累計期間の業績は、経常利益は前年同期比37億円増の158億円、四半期純

利益は前年同期比30億円増の142億円となりました。 

 

(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1,100億円増加し、4兆5,904億

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950億円増加し、4兆3,776億円

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149億円増加し、2,127億円となりました。

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。 



 

 

㈱オリエントコーポレーション（8585）平成26年３月期 第２四半期決算短信 

 

- 3 - 

(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、営業収益2,048億円、経常利益278億円、当期純利益260億円を見込んでお

ります。営業収益につきましては当初の予想を若干下回るものの、貸倒関係費を中心としたコスト削減を

進めることにより、当期純利益は平成25年５月10日の決算発表時に公表いたしました業績予想から変更は

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 150,638 97,470

受取手形及び売掛金 1,113 1,019

割賦売掛金 677,236 731,832

信用保証割賦売掛金 2,805,078 2,907,760

資産流動化受益債権 452,177 424,038

事業貸付金 205 168

保証事業債権 60 54

販売用不動産 2,382 1,185

その他のたな卸資産 1,017 1,000

その他 363,768 391,828

貸倒引当金 △170,489 △164,323

流動資産合計 4,283,189 4,392,034

固定資産   

有形固定資産 106,743 106,180

無形固定資産   

のれん 279 248

その他 63,299 66,339

無形固定資産合計 63,579 66,588

投資その他の資産 26,854 25,609

固定資産合計 197,177 198,377

資産合計 4,480,366 4,590,412

－ 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 335,057 346,502

信用保証買掛金 2,805,078 2,907,760

保証事業債務 60 54

短期借入金 71,584 79,348

1年内返済予定の長期借入金 321,296 287,792

未払法人税等 483 477

賞与引当金 3,333 3,398

事業整理損失引当金 23 23

割賦利益繰延 17,256 19,299

その他 255,358 267,053

流動負債合計 3,809,534 3,911,711

固定負債   

社債 154 125

長期借入金 413,181 415,807

退職給付引当金 13,444 13,463

役員退職慰労引当金 － 4

ポイント引当金 4,182 4,076

利息返還損失引当金 28,513 19,441

資産除去債務 237 246

その他 13,318 12,766

固定負債合計 473,031 465,932

負債合計 4,282,565 4,377,643

純資産の部   

株主資本   

資本金 150,006 150,008

資本剰余金 841 843

利益剰余金 50,703 64,901

自己株式 △23 △20

株主資本合計 201,527 215,732

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 278 323

繰延ヘッジ損益 △521 △373

為替換算調整勘定 △3,605 △3,043

その他の包括利益累計額合計 △3,849 △3,093

新株予約権 52 58

少数株主持分 70 71

純資産合計 197,801 212,768

負債純資産合計 4,480,366 4,590,412

－ 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) 

営業収益   

事業収益   

信販業収益 96,806 92,778

その他の事業収益 4,583 4,682

事業収益合計 101,389 97,460

金融収益 317 333

その他の営業収益 2,885 4,152

営業収益合計 104,592 101,947

営業費用   

販売費及び一般管理費 84,036 77,287

金融費用 8,325 7,400

その他の営業費用 146 1,432

営業費用合計 92,508 86,119

営業利益 12,083 15,827

経常利益 12,083 15,827

特別利益   

投資有価証券売却益 9 404

特別利益合計 9 404

特別損失   

有形固定資産売却損 137 －

有形固定資産除却損 12 47

投資有価証券売却損 108 82

投資有価証券評価損 116 0

特別損失合計 375 130

税金等調整前四半期純利益 11,717 16,101

法人税、住民税及び事業税 648 270

法人税等調整額 △110 1,631

法人税等合計 538 1,902

少数株主損益調整前四半期純利益 11,179 14,199

少数株主利益又は少数株主損失（△） 6 △0

四半期純利益 11,172 14,200

－ 6 －
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（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 11,179 14,199

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △113 44

繰延ヘッジ損益 104 148

為替換算調整勘定 △676 563

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 △686 757

四半期包括利益 10,493 14,957

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 10,488 14,956

少数株主に係る四半期包括利益 5 0

－ 7 －
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(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。 

 

 




