
平成29年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

平成29年1月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ポケットカード株式会社 上場取引所 東
コード番号 8519 URL http://www.pocketcard.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 渡辺 恵一
問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 中 一男 TEL 03-5441-1924
四半期報告書提出予定日 平成29年1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 ： 無

1. 平成29年2月期第3四半期の業績（平成28年3月1日～平成28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 ％

29年2月期第3四半期 27,977 5.3 2,908 6.6 2,906 6.1 1,512 34.0
28年2月期第3四半期 26,571 △1.3 2,729 △23.6 2,738 △23.7 1,128 △38.2

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

29年2月期第3四半期 19.33 ―
28年2月期第3四半期 14.43 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

29年2月期第3四半期 263,302 59,222 22.5
28年2月期 248,972 58,493 23.5
（参考）自己資本 29年2月期第3四半期 59,222百万円 28年2月期 58,493百万円

2. 配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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

28年2月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
29年2月期 ― 5.00 ―
29年2月期（予想） 5.00 10.00

3. 平成29年 2月期の業績予想（平成28年 3月 1日～平成29年 2月28日）
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

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 37,300 4.6 4,000 6.4 4,000 5.8 2,200 30.8 28.11



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(注) 詳細は、添付資料２ページ「２．(１)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(3) 発行済株式数（普通株式）

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有
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） 29年2月期3Q 79,323,844 株 28年2月期 79,323,844 株
② 期末自己株式数 29年2月期3Q 1,073,338 株 28年2月期 1,073,072 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年2月期3Q 78,250,655 株 28年2月期3Q 78,251,113 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〔日本基準〕(非連結)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〔日本基準〕(非連結)の開示
時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中であります。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・本資料に記載した予想は、本資料の発表日現在で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等
は、今後の様々な要因により、本資料に記載した予想と異なる場合があります。業績予想に関する事項については、添付資料２ページ「１．(３)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３四半期累計期間におけるわが国経済は、中国経済の成長鈍化や英国のＥＵ離脱問題等、海外経済に不透明

感が高まりましたが、雇用・所得環境の改善傾向が続くなか、一部弱さもみられるものの、緩やかな回復基調を続

けました。

クレジットカード業界につきましては、カードショッピングは、サービス内容の多様化やカード決済範囲の拡大

等、利便性の向上を背景に引き続き拡大傾向を維持しましたが、一方でカードキャッシングは、取扱高において改

善が見られるものの、貸金業法改正に伴う総量規制の影響等により融資残高は引き続き減少する等厳しい環境とな

りました。

このような環境の中、当社は「暮らしに密着した付加価値の高いサービスを創造する」を企業ビジョンに掲げ、

①ファミマＴカード事業のさらなる強化、②既存事業の安定的拡大、③サービス＆オペレーションの競争力強化、

④持続的成長を実現するための体制強化の４つの重点課題への取り組みを進めてまいりました。

当第３四半期累計期間における当社の営業収益につきましては、信用購入あっせん部門は、成長戦略の中核を担

う「ファミマＴカード事業」の持続的な拡大に伴い、ショッピングリボ残高が堅調に推移したこと等により、信用

購入あっせん収益は215億38百万円(前年同期比12.4％増)となりました。一方、融資部門は、総量規制の影響等によ

り引き続き残高が減少し、融資収益は44億97百万円(同11.4％減)となりました。

以上の結果、営業収益全体では279億77百万円(同5.3％増)となりました。

営業費用につきましては、調達金利の低下に伴う金融費用の減少があったものの、利息返還関連費用やショッピ

ング取扱高増加に伴う連動経費等、各種販売管理費の増加により250億68百万円(同5.1％増)となりました。

以上の結果、営業利益は29億８百万円(同6.6％増)、経常利益は29億６百万円(同6.1％増)、四半期純利益は15億

12百万円(同34.0％増)となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べて143億29百万円増加し、2,633億２百万円となりまし

た。これは主に、割賦売掛金が171億71百万円増加した一方で、営業貸付金が18億73百万円減少したことによるもの

です。

負債合計は、前事業年度末に比べて136億円増加し、2,040億79百万円となりました。これは主に、買掛金が32億

７百万円増加したこと及び有利子負債合計が92億52百万円増加したことによるものです。

純資産合計は、前事業年度末から７億29百万円増加し、592億22百万円となりました。これは主に、利益剰余金が

７億29百万円増加したことによるものです。

また、自己資本比率は、22.5％となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年２月期通期業績予想につきましては、平成28年10月６日発表の予想数値から変更ございません。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及

び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、この変更による当第３四半期累計期間の四半期財務諸表への影響は軽微であります。
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
平成28年２月29日

当第３四半期会計期間
平成28年11月30日

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,191 7,920

割賦売掛金 194,640 211,812

営業貸付金 41,060 39,187

その他 9,730 9,339

貸倒引当金 △13,204 △12,956

流動資産合計 240,418 255,302

固定資産

有形固定資産 355 298

無形固定資産 4,019 3,278

投資その他の資産

投資その他の資産 4,210 4,453

貸倒引当金 △31 △31

投資その他の資産合計 4,178 4,421

固定資産合計 8,553 7,999

資産合計 248,972 263,302

負債の部

流動負債

買掛金 12,651 15,859

短期借入金 18,000 6,000

1年内返済予定の長期借入金 29,302 26,322

コマーシャル・ペーパー 8,000 25,000

その他の引当金 365 550

その他 5,272 4,916

流動負債合計 73,591 78,648

固定負債

社債 30,000 40,000

長期借入金 76,091 73,330

退職給付引当金 445 466

利息返還損失引当金 10,346 11,634

その他 4 0

固定負債合計 116,887 125,430

負債合計 190,479 204,079

純資産の部

株主資本

資本金 14,374 14,374

資本剰余金 15,816 15,816

利益剰余金 29,603 30,332

自己株式 △1,300 △1,300

株主資本合計 58,493 59,222

純資産合計 58,493 59,222

負債純資産合計 248,972 263,302
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：百万円)

前第３四半期累計期間
自 平成27年３月１日
至 平成27年11月30日

当第３四半期累計期間
自 平成28年３月１日
至 平成28年11月30日

営業収益

信用購入あっせん収益 19,164 21,538

融資収益 5,077 4,497

その他の収益 2,329 1,940

営業収益合計 26,571 27,977

営業費用

販売費及び一般管理費

貸倒引当金繰入額 4,495 5,086

利息返還損失引当金繰入額 4,019 3,999

その他 14,367 15,134

販売費及び一般管理費合計 22,882 24,219

金融費用

支払利息 654 541

その他の金融費用 304 307

金融費用計 959 848

営業費用合計 23,841 25,068

営業利益 2,729 2,908

営業外収益

雑収入 16 14

営業外収益合計 16 14

営業外費用

雑損失 7 16

営業外費用合計 7 16

経常利益 2,738 2,906

税引前四半期純利益 2,738 2,906

法人税、住民税及び事業税 1,107 1,411

法人税等調整額 501 △16

法人税等合計 1,609 1,394

四半期純利益 1,128 1,512
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（３）四半期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。
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４．補足情報(参考)

(注) 貸倒関連費用営業債権残高比率は、年率換算後の数値であります。

項目 ＼ 期別 前第３四半期 当第３四半期 前期

取 扱 高（百万円） 333,548 360,564 451,356

信用購入あっせん 305,643 332,768 415,255

融資 24,194 23,600 31,127

その他 3,709 4,195 4,973

営 業 収 益（百万円） 26,571 27,977 35,676

信用購入あっせん 19,164 21,538 25,943

融資 5,077 4,497 6,641

その他 2,329 1,940 3,091

残 高（百万円） 231,527 250,999 235,701

信用購入あっせん(A) 188,551 211,812 194,640

融資(B) 42,976 39,187 41,060

貸倒関連費用（百万円）(C) 4,989 5,242 7,621

同営業債権残高比率（％）
2.87 2.78 3.23

（ C／(A＋B) ）

有 効 会 員 数(千名) 4,812 4,798 4,791
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