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1.  平成23年2月期第3四半期の業績（平成22年3月1日～平成22年11月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2月期第3四半期 13,125 △5.4 1,639 27.1 1,643 26.8 950 25.9
22年2月期第3四半期 13,875 ― 1,289 ― 1,296 ― 754 ―

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2月期第3四半期 50.53 ―

22年2月期第3四半期 40.13 ―

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2月期第3四半期 115,796 16,598 14.3 882.54
22年2月期 107,896 15,930 14.8 847.04

（参考） 自己資本   23年2月期第3四半期  16,598百万円 22年2月期  15,930百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  
 

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2月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
23年2月期 ― 0.00 ―

23年2月期 
（予想）

15.00 15.00

3.  平成23年2月期の業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 

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 17,150 △6.6 1,000 △30.2 1,000 △30.6 580 △29.6 30.84



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.２「２．その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期3Q 18,807,700株 22年2月期  18,807,700株

② 期末自己株式数 23年2月期3Q  63株 22年2月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Q 18,807,669株 22年2月期3Q 18,807,700株

※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四半期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 
 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。 
業績予想の前提は【添付資料】Ｐ．２「１．当四半期の業績等に関する定性的情報（3）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間（平成22年３月１日～平成22年11月30日）におけるわが国経済は、猛暑効果やエコカー減

税、エコポイント等による景気下支えにより消費が堅調に推移する一方で、円高や海外経済の先行き不安による関

連企業の業績悪化懸念等、不透明な状況下で推移いたしました。 

 クレジットカード業界の事業環境は、貸金業法の完全施行や、割賦販売法対応等により厳しさを増しておりま

す。 

 このような状況において、当第３四半期累計期間の業績は次のとおりであります。 

 包括信用購入あっせん分野は、景気対策による堅調な個人消費に加え、販促企画等により取扱高が好調に推移い

たしました。その結果、取扱高は304,842百万円（前年同期比11.9％増）、営業収益は6,521百万円（前年同期比

11.6％増）となりました。 

 融資分野は平成22年６月18日に貸金業法が完全施行され、総量規制により取扱高が大幅に減少いたしました。そ

の結果、取扱高は16,265百万円（前年同期比45.9％減）、営業収益は4,782百万円（前年同期比24.3％減）となり

ました。 

 保険代理業分野は、クレジットカード会員や店舗にご来店いただけるお客様の契約が増加する一方で企業向け損

害保険が減少いたしました。その結果、営業収益は1,048百万円（前年同期比5.7％増）となりました。  

 営業費用は、与信管理による延滞債権の発生の減少と、債権回収体制の強化により貸倒関連費用が減少したこと

に加え、その他費用につきましても、クレジットカードの発行関連費用を中心としたコスト削減をいたしました。

その結果、11,485百万円（前年同期比8.7％減）となりました。 

 以上の結果、営業利益は1,639百万円（前年同期比27.1％増）、経常利益は1,643百万円（前年同期比26.8％

増）、四半期純利益は950百万円（前年同期比25.9％増）となりました。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期会計期間末における資産の部は、割賦売掛金と未収入金が増加する一方で営業貸付金が減少いたし

ました。その結果、前事業年度末と比較して7.3％増、7,899百万円増加し、115,796百万円となりました。 

 負債の部は、買掛金が増加する一方で短期借入金が減少いたしました。その結果、前事業年度末と比較して

7.9％増、7,231百万円増加し、99,197百万円となりました。 

 純資産の部は、前事業年度末と比較して4.2％増、667百万円増加し、16,598百万円となりました。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当第３四半期における業績および今後の動向を勘案し、平成22年４月８日に公表いたしました平成23年２月期の

通期業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日別途開示いたします「業績予想および配当予想の修

正に関するお知らせ」をご覧ください。  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

・簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積高 

 当第３四半期会計期間末の貸倒実績率が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前

事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によってお

ります。 

③繰延税金資産の回収可能性の判断 

 繰延税金資産の回収可能性の判断については、前事業年度末から経営環境の著しい変化が生じておらず、かつ一

時差異の発生状況について大幅な変動がないと認められるため、前事業年度末において使用した業績の予測やタッ

クス・プランニングを使用しております。  

・四半期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。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・表示方法の変更 

（損益計算書関係） 

 ①割賦販売法の改正に伴い、前第３四半期累計期間において「総合あっせん収益」、「個品あっせん収益」とし

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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て表示されていたものは、当第３四半期累計期間から「包括信用購入あっせん収益」、「個別信用購入あっせん収

益」として表示しております。 

 ②前第３四半期累計期間において「その他の収益」に含めておりました「保険代理業収益」は、重要性が増した

ため、当第３四半期累計期間より区分掲記することといたしました。なお、前第３四半期累計期間の「その他の収

益」に含まれる「保険代理業収益」は992,521千円であります。 

 ③前第３四半期累計期間において区分掲記しておりました「個別信用購入あっせん収益」および「融資代行収

益」は重要性が乏しくなったため、当第３四半期累計期間より「その他の収益」に含めて表示しております。な

お、当第３四半期累計期間の「その他の収益」に含まれる「個別信用購入あっせん収益」は2,337千円、「融資代

行収益」は45,502千円であります。   
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,236,425 5,405,761

割賦売掛金 56,886,466 45,459,616

営業貸付金 30,926,977 39,286,386

未収収益 1,299,690 1,146,015

未収入金 19,374,474 14,346,184

その他 2,848,476 2,580,304

貸倒引当金 △5,371,000 △5,490,351

流動資産合計 110,201,512 102,733,919

固定資産   

有形固定資産 1,254,805 1,148,705

無形固定資産 2,845,307 2,517,908

投資その他の資産   

投資その他の資産 1,624,317 1,631,394

貸倒引当金 △129,930 △135,304

投資その他の資産合計 1,494,386 1,496,090

固定資産合計 5,594,499 5,162,704

資産合計 115,796,011 107,896,623

負債の部   

流動負債   

買掛金 35,178,424 24,375,971

短期借入金 4,660,000 8,160,000

1年内返済予定の長期借入金 5,340,000 5,000,000

役員賞与引当金 6,525 10,580

賞与引当金 136,000 63,000

ポイント引当金 1,649,000 860,000

その他 2,211,451 2,481,047

流動負債合計 49,181,401 40,950,598

固定負債   

長期借入金 47,060,000 47,900,000

利息返還損失引当金 2,757,000 2,923,000

その他 199,143 192,188

固定負債合計 50,016,143 51,015,188

負債合計 99,197,544 91,965,786
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,610,890 1,610,890

資本剰余金 2,001,890 2,001,890

利益剰余金 12,983,889 12,315,651

自己株式 △16 －

株主資本合計 16,596,652 15,928,431

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,814 2,405

評価・換算差額等合計 1,814 2,405

純資産合計 16,598,467 15,930,836

負債純資産合計 115,796,011 107,896,623
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

営業収益   

包括信用購入あっせん収益 5,844,507 6,521,060

個別信用購入あっせん収益 3,421 －

融資収益 6,320,250 4,782,050

融資代行収益 83,411 －

保険代理業収益 － 1,048,876

その他の収益 1,620,668 769,315

金融収益 3,174 3,855

営業収益合計 13,875,435 13,125,159

営業費用   

販売費及び一般管理費 11,757,888 10,656,277

金融費用 828,221 829,708

営業費用合計 12,586,109 11,485,986

営業利益 1,289,325 1,639,173

営業外収益   

受取配当金 394 558

雑収入 6,672 4,779

営業外収益合計 7,066 5,338

営業外費用   

雑損失 73 825

営業外費用合計 73 825

経常利益 1,296,318 1,643,686

特別損失   

固定資産除却損 4,769 18,658

減損損失 3,738 －

特別損失合計 8,508 18,658

税引前四半期純利益 1,287,810 1,625,027

法人税、住民税及び事業税 946,478 746,853

法人税等調整額 △413,492 △72,180

法人税等合計 532,986 674,673

四半期純利益 754,824 950,353
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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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