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1. 平成31年3月期第3四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年12月31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 ％

31年3月期第3四半期 86,047 13.3 10,626 114.6 11,383 116.0 10,655 66.3

30年3月期第3四半期 75,952 11.2 4,951 0.5 5,270 △0.4 6,408 25.1

（注）包括利益 31年3月期第3四半期　　9,938百万円 （57.5％） 30年3月期第3四半期　　6,310百万円 （27.2％）

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

31年3月期第3四半期 22.03 ―

30年3月期第3四半期 13.25 ―

(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 ％

31年3月期第3四半期 750,608 129,342 16.6

30年3月期 682,645 119,407 16.7

（参考）自己資本 31年3月期第3四半期 124,471百万円 30年3月期 114,214百万円

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

30年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

31年3月期 ― 0.00 ―

31年3月期（予想） 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31年 3月期の連結業績予想（平成30年 4月 1日～平成31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
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

通期 115,300 △0.1 15,500 522.0 16,100 470.3 15,000 279.0 31.01

（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） 31年3月期3Q 484,620,136 株 30年3月期 484,620,136 株

② 期末自己株式数 31年3月期3Q 917,182 株 30年3月期 917,138 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期3Q 483,702,993 株 30年3月期3Q 483,702,823 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善により、景況感は緩やかに回復

しているものの、米国の政策運営やそれに伴う新興国・資源国経済の動向などにより、依然として先行き不

透明な状態が続いております。 

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、足元においては減少トレンドがより鮮明となったものの、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、引き続き利息返還請求へ対応しつつ、グループ全

体で営業アセットの拡大と金融事業の多角化に努め、「安全性」「収益性」「成長性」のバランスを重視した

経営に取り組んでおります。 

（業績の概況） 

当第３四半期連結累計期間における当社グループの営業収益は 86,047 百万円（前年同期比 13.3％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 48,985 百万円（前年同期比 17.8％増）、包

括信用購入あっせん収益が 12,121 百万円（前年同期比 1.4％増）、信用保証収益が 10,361 百万円（前年同期

比 6.8％増）、買取債権回収高が 1,333百万円（前年同期比 22.8％減）、償却債権取立益が 4,888百万円（前

年同期比 0.9％増）となっております。 

営業費用につきましては、4,419 百万円増加の 75,420 百万円（前年同期比 6.2％増）となりました。その

主な要因といたしましては、営業アセットの増加などにより貸倒引当金繰入額が 2,740 百万円増加の 22,454

百万円（前年同期比 13.9％増）となったことによります。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループの営業利益は 10,626 百万円（前年同期比

114.6％増）、経常利益は 11,383 百万円（前年同期比 116.0％増）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、非支配株主に帰属する四半期純損失 379百万円を計上した結果、10,655百万円（前年同

期比 66.3％増）となりました。 

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成 31 年３月期の当社グループの業績予想につきましては、平成 30 年 11 月 12 日に公表いたしました予

想から変更はありません。 

 なお、現状の当社を取り巻く事業環境は、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、最終の業績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30年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 29,327 44,536

営業貸付金 412,706 449,743

割賦売掛金 97,252 101,356

営業投資有価証券 940 1,160

支払承諾見返 124,883 134,959

その他営業債権 6,725 7,325

買取債権 2,874 2,401

その他 14,688 16,633

貸倒引当金 △41,344 △43,923

流動資産合計 648,053 714,192

固定資産

有形固定資産 18,133 17,095

無形固定資産 3,198 3,245

投資その他の資産 13,260 16,075

固定資産合計 34,592 36,415

資産合計 682,645 750,608

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 16,196 21,671

支払承諾 124,883 134,959

短期借入金 83,325 89,140

1年内償還予定の社債 1,300 170

1年内返済予定の長期借入金 53,482 87,490

未払法人税等 544 1,202

引当金 3,798 3,653

その他 23,808 19,143

流動負債合計 307,340 357,431

固定負債

社債 7,200 27,530

長期借入金 220,529 218,119

利息返還損失引当金 24,331 14,695

その他 3,837 3,488

固定負債合計 255,898 263,834

負債合計 563,238 621,265
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 143,454 143,454

資本剰余金 13,948 13,948

利益剰余金 △40,208 △29,553

自己株式 △3,110 △3,110

株主資本合計 114,083 124,739

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △184 △644

為替換算調整勘定 315 376

その他の包括利益累計額合計 130 △267

新株予約権 234 231

非支配株主持分 4,957 4,639

純資産合計 119,407 129,342

負債純資産合計 682,645 750,608
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

営業収益

営業貸付金利息 41,589 48,985

包括信用購入あっせん収益 11,958 12,121

信用保証収益 9,703 10,361

その他の金融収益 8 10

その他の営業収益 12,693 14,568

営業収益合計 75,952 86,047

営業費用

金融費用 5,758 6,005

売上原価 1,379 1,013

その他の営業費用 63,862 68,401

営業費用合計 71,000 75,420

営業利益 4,951 10,626

営業外収益

受取配当金 35 37

為替差益 94 57

不動産賃貸料 54 58

投資有価証券売却益 ― 458

その他 147 168

営業外収益合計 331 779

営業外費用

支払利息 ― 5

貸倒引当金繰入額 1 10

その他 11 7

営業外費用合計 13 23

経常利益 5,270 11,383

特別利益

新株予約権戻入益 703 ―

特別利益合計 703 ―

税金等調整前四半期純利益 5,973 11,383

法人税、住民税及び事業税 179 1,073

法人税等調整額 67 34

法人税等合計 247 1,107

四半期純利益 5,726 10,275

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △682 △379

親会社株主に帰属する四半期純利益 6,408 10,655
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

四半期純利益 5,726 10,275

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 204 △459

為替換算調整勘定 379 123

その他の包括利益合計 584 △336

四半期包括利益 6,310 9,938

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 6,802 10,256

非支配株主に係る四半期包括利益 △491 △317
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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３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31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 5,973 11,383

減価償却費 1,758 1,965

貸倒引当金の増減額（△は減少） △29 1,589

賞与引当金の増減額（△は減少） △425 6

ポイント引当金の増減額（△は減少） △660 △151

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △16,791 △9,635

受取利息及び受取配当金 △85 △111

支払利息 ― 5

投資有価証券売却損益（△は益） ― △458

新株予約権戻入益 △703 ―

営業貸付金の増減額（△は増加） △39,089 △36,637

割賦売掛金の増減額（△は増加） △2,601 △4,104

その他営業債権の増減額（△は増加） △285 △599

買取債権の増減額（△は増加） 636 473

破産更生債権等の増減額（△は増加） 1,341 549

仕掛品の増減額（△は増加） △3,585 ―

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,452 △2,163

その他の流動負債の増減額（△は減少） 6,011 667

その他 △640 △83

小計 △51,630 △37,306

利息及び配当金の受取額 85 111

利息の支払額 ― △5

法人税等の還付額 6 10

法人税等の支払額 △559 △462

営業活動によるキャッシュ・フロー △52,097 △37,651

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 △754 △113

無形固定資産の取得による支出 △609 △657

投資有価証券の取得による支出 △417 △1,085

投資有価証券の売却による収入 ― 506

その他 △1,042 △2,002

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,823 △3,352
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(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

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 661,331 670,567

短期借入金の返済による支出 △654,549 △664,911

長期借入れによる収入 106,615 90,610

長期借入金の返済による支出 △32,340 △59,101

社債の発行による収入 7,200 20,500

社債の償還による支出 △31,400 △1,300

株式の発行による収入 0 ―

非支配株主からの払込みによる収入 2,460 ―

自己株式の取得による支出 △0 △0

その他 △133 △227

財務活動によるキャッシュ・フロー 59,183 56,137

現金及び現金同等物に係る換算差額 146 76

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,409 15,209

現金及び現金同等物の期首残高 33,560 29,323

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 39,696 44,532
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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。

（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。

（追加情報）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負

債の区分に表示しております。
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