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1. 平成30年3月期第1四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年3月期第1四半期 24,224 9.1 1,091 △31.5 1,229 △17.3 1,976 24.3

29年3月期第1四半期 22,210 2.3 1,593 △51.9 1,487 △56.0 1,589 △53.4

（注）包括利益 30年3月期第1四半期　　1,888百万円 （33.3％） 29年3月期第1四半期　　1,416百万円 （△55.0％）

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

30年3月期第1四半期 4.09 ―

29年3月期第1四半期 3.29 3.29

(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 ％

30年3月期第1四半期 647,334 117,728 17.3

29年3月期 616,651 111,649 18.0

（参考）自己資本 30年3月期第1四半期 111,981百万円 29年3月期 110,738百万円

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

29年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

30年3月期 ―

30年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

（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30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30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
親会社株主に帰属する

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) 48,300 6.8 2,600 △4.1 2,200 △24.3 2,000 △31.0 4.13

通期 100,600 10.0 10,600 51.2 10,000 35.2 9,300 27.8 19.23

（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） 30年3月期1Q 484,619,136 株 29年3月期 484,619,136 株

② 期末自己株式数 30年3月期1Q 916,964 株 29年3月期 916,964 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期1Q 483,702,172 株 29年3月期1Q 482,956,724 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※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、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資
料P２「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．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、米国などの海外政策動向の不透明感が続いているもの

の、個人消費の回復などにより景況感は緩やかに改善しております。 

消費者金融業界におきましては、大手各社における新規成約件数は引き続き安定して推移しており、これ

に伴い営業貸付金残高においても緩やかに増加しております。一方、業界最大の事業リスクである利息返還

請求については、ピーク時からは大きく減少したものの、未だ注視が必要な状況が続いております。 

このような環境のもと、当社グループにおきましては、最大の経営課題である利息返還請求へ対応しつつ、

新規成約件数や営業貸付金残高などの増加によりグループ全体での収益基盤の強化を図るとともに、財務基

盤の強化に向けた資金調達の多様化やグループ全体での事業効率の向上に取り組んでおります。 

 

（業績の概況） 

当第１四半期連結累計期間における当社グループの営業収益は 24,224 百万円（前年同期比 9.1％増）とな

りました。その主な内訳といたしましては、営業貸付金利息が 13,099 百万円（前年同期比 13.5％増）、包括

信用購入あっせん収益が 3,925 百万円（前年同期比 5.2％増）、信用保証収益が 3,212 百万円（前年同期比

2.9％増）、買取債権回収高が 339 百万円（前年同期比 17.9％増）、償却債権取立益が 1,429 百万円（前年同

期比 0.7％増）となっております。 

営業費用につきましては、2,515 百万円増加の 23,132 百万円（前年同期比 12.2％増）となりました。その

主な要因といたしましては、貸倒引当金繰入額が 1,120 百万円増加の 6,289 百万円（前年同期比 21.7％増）

となったことなどによるものであります。 

 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における当社グループの営業利益は 1,091 百万円（前年同期比

31.5％減）、経常利益は 1,229 百万円（前年同期比 17.3％減）となりました。また、親会社株主に帰属する

四半期純利益は、特別利益として新株予約権戻入益 700 百万円を計上した一方、非支配株主に帰属する四半

期純損失 186 百万円を計上した結果、1,976 百万円（前年同期比 24.3％増）となりました。 

 

なお、当第１四半期連結累計期間より、非連結子会社でありましたタイ王国で消費者金融業を営む AIRA & 

AIFUL Public Company Limited の重要性が増したため連結の範囲に含めており、親会社株主に帰属する四半

期純利益への影響は持分の範囲になります。 

 

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当社グループは、当第１四半期連結累計期間において、特別利益の計上を行ったほか、AIRA & AIFUL Public 

Company Limited を連結の範囲に含めておりますが、平成 30 年３月期の業績予想は、平成 29 年 5 月 10 日付

の平成 29 年３月期決算短信にて公表しました予想から変更はありません。 

なお、現状の当社を取り巻く経営環境は、様々なリスクが存在し、とりわけ利息返還請求の動向が未だ不

透明であることから、実際の業績等は予想値と異なる可能性があります。 
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（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29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 33,644 49,926

営業貸付金 352,628 365,920

割賦売掛金 94,272 92,973

営業投資有価証券 694 698

支払承諾見返 114,452 117,075

その他営業債権 5,997 5,985

買取債権 2,941 2,863

仕掛品 7,305 8,686

その他 12,638 13,328

投資損失引当金 △2 △2

貸倒引当金 △42,971 △42,840

流動資産合計 581,600 614,615

固定資産

有形固定資産 17,664 17,903

無形固定資産 3,113 3,047

投資その他の資産 14,272 11,767

固定資産合計 35,050 32,718

資産合計 616,651 647,334

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 15,620 12,251

支払承諾 114,452 117,075

短期借入金 73,610 76,354

1年内償還予定の社債 2,600 28,800

1年内返済予定の長期借入金 32,138 34,226

未払法人税等 661 152

引当金 4,213 2,930

その他 31,577 31,943

流動負債合計 274,873 303,734

固定負債

社債 30,100 1,300

長期借入金 161,774 193,191

利息返還損失引当金 34,640 27,726

その他 3,613 3,653

固定負債合計 230,128 225,871

負債合計 505,002 529,606
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 143,454 143,454

資本剰余金 13,953 13,948

利益剰余金 △43,332 △42,191

自己株式 △3,110 △3,110

株主資本合計 110,964 112,101

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △225 △163

為替換算調整勘定 ― 43

その他の包括利益累計額合計 △225 △119

新株予約権 910 237

非支配株主持分 ― 5,508

純資産合計 111,649 117,728

負債純資産合計 616,651 647,334
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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28年４月１日
至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

営業収益

営業貸付金利息 11,536 13,099

包括信用購入あっせん収益 3,732 3,925

個別信用購入あっせん収益 27 28

信用保証収益 3,121 3,212

その他の金融収益 0 1

その他の営業収益 3,791 3,955

営業収益合計 22,210 24,224

営業費用

金融費用 1,891 2,139

売上原価 213 296

その他の営業費用 18,512 20,696

営業費用合計 20,617 23,132

営業利益 1,593 1,091

営業外収益

受取配当金 5 31

為替差益 ― 40

不動産賃貸料 10 17

その他 34 53

営業外収益合計 50 143

営業外費用

為替差損 149 ―

貸倒引当金繰入額 0 1

その他 6 3

営業外費用合計 155 5

経常利益 1,487 1,229

特別利益

新株予約権戻入益 ― 700

特別利益合計 ― 700

税金等調整前四半期純利益 1,487 1,930

法人税、住民税及び事業税 49 6

法人税等調整額 △150 135

法人税等合計 △101 141

四半期純利益 1,589 1,789

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） ― △186

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,589 1,976
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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28年４月１日
至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

四半期純利益 1,589 1,789

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △172 61

為替換算調整勘定 ― 37

その他の包括利益合計 △172 99

四半期包括利益 1,416 1,888

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,416 2,056

非支配株主に係る四半期包括利益 ― △168
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６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 1,487 1,930

減価償却費 545 599

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,273 △991

賞与引当金の増減額（△は減少） △454 △422

ポイント引当金の増減額（△は減少） 40 △860

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △7,667 △6,913

受取利息及び受取配当金 △6 △45

営業貸付金の増減額（△は増加） △7,192 △8,511

割賦売掛金の増減額（△は増加） 1,236 1,298

その他営業債権の増減額（△は増加） 2 12

買取債権の増減額（△は増加） △60 77

破産更生債権等の増減額（△は増加） 563 557

仕掛品の増減額（△は増加） △1,523 △1,381

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,290 △612

その他の流動負債の増減額（△は減少） △539 △3,611

その他 144 △860

小計 △15,988 △19,733

利息及び配当金の受取額 6 45

法人税等の還付額 ― 6

法人税等の支払額 △53 △355

営業活動によるキャッシュ・フロー △16,034 △20,036

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △193 △141

無形固定資産の取得による支出 △255 △140

投資有価証券の取得による支出 △2,175 △417

その他 △347 △796

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,971 △1,496

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 280,540 206,246

短期借入金の返済による支出 △281,220 △203,510

長期借入れによる収入 25,300 39,634

長期借入金の返済による支出 △2,308 △6,129

社債の償還による支出 ― △2,600

株式の発行による収入 25 ―

非支配株主からの払込みによる収入 ― 2,460

その他の支出 △32 △47

財務活動によるキャッシュ・フロー 22,304 36,053

現金及び現金同等物に係る換算差額 △59 34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,238 14,554

現金及び現金同等物の期首残高 39,906 33,560

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 ― 1,726

現金及び現金同等物の四半期末残高 43,144 49,842
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（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）

該当事項はありません。

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

連結の範囲の重要な変更

当第１四半期連結会計期間より、重要性が増したAIRA & AIFUL Public Company Limitedを連結の範囲に含め

ております。

（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。
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