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1.  平成22年1月期第2四半期の業績（平成21年1月21日～平成21年7月20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）

売上高 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 ％

22年1月期第2四半期 15,618 ― 35 ― 53 ― 824 ―
21年1月期第2四半期 18,309 △6.7 278 △36.7 276 △37.7 △315 ―

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

22年1月期第2四半期 99.06 36.77
21年1月期第2四半期 △37.85 ―

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

22年1月期第2四半期 88,517 7,329 8.3 562.31
21年1月期 96,236 6,619 6.9 467.26

（参考） 自己資本   22年1月期第2四半期  7,329百万円 21年1月期  6,619百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当の状況については、３
ページ「種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年1月期 ― ― ― 4.00 4.00
22年1月期 ― ―
22年1月期 

（予想）
― 5.00 5.00

3.  平成22年1月期の業績予想（平成21年1月21日～平成22年1月20日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

売上高 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 31,800 △12.6 280 18.0 270 20.5 1,000 ― 110.63
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4.  その他 
(1) 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  有  

[（注） 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。] 

(2) 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（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もの） 

[（注） 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。] 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年1月期第2四半期 8,679,800株 21年1月期  8,679,800株
② 期末自己株式数 22年1月期第2四半期  358,803株 21年1月期  356,679株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年1月期第2四半期 8,321,696株 21年1月期第2四半期 8,328,381株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであります。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可能性があり
ます。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳及び配当金総額は以下のとおりで

す。 

 
  

5. 種類株式の配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

Ａ種優先株式

21年１月期 ─ ─ ─ 30 00 30 00

22年１月期 ─ ─ ─ ─

22年１月期(予想) ─ ─ ─ 30 00 30 00
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平成22年１月期第２四半期累計期間における経営成績は次の通りとなりました。 
営業面では、経済全般的には、輸出や個人消費の分野で多少の明るさも見えてまいりましたが、企業に

おける設備投資動向は相変わらず抑制的に推移しており、当社主力の輸送用機械や建設関連機械の分野を
はじめほとんど全ての業種において第１四半期会計期間に引き続き厳しい営業展開を余儀なくされまし
た。結果として当第２四半期累計期間の新規受注高は、4,712百万円となりました。 
収入面では、当第２四半期累計期間の売上高は、15,618百万円、営業利益は35百万円、経常利益は53百

万円となりましたが、第１四半期会計期間に計上した「リース会計基準の適用に伴う影響額」があり、
824百万円の四半期純利益となりました。 
当第２四半期累計期間における新規受注高の実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りで

あります。 

 
  

  

当第２四半期累計期間末の総資産は、前期末比7,719百万円減少して88,517百万円となりました。新リ
ース会計基準の適用に伴い、第１四半期同様流動資産における「リース債権及びリース投資資産」科目の
増加と固定資産における「リース資産」科目の減少が生じております。 
純資産合計は、7,329百万円となりました。これは、第１四半期会計期間から「リース会計基準の適用

に伴う影響額」を特別利益に計上しており、その結果、利益剰余金が前期末比711百万円増加したことに
よるものです。 
  

  

平成22年１月期の業績予想につきましては、第３四半期以降における事業環境が不透明なため、平成21
年５月28日付の業績予想を変更しておりません。 
なお、上記の業績予想につきましては、現時点で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可能性があります。 

  

  

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加算減算項目や税額控除項目を重要なものに限

定する方法によっております。 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予想
やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

１．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半
期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

２．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処
理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17
日(企業会計審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用
指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、
平成19年３月30日改正))が平成20年４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用
することができることとなったことに伴い、第１四半期会計期間からこれらの会計基準を適用し、
通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 
この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益及び経常利益は35,282千円それぞれ増加

し、税引前四半期純利益は1,369,621千円増加しております。 
  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

賃貸事業 2,780百万円

不動産事業 1百万円

割賦販売事業 1,700百万円

営業貸付事業 231百万円

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 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

(2) 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
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年７月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年１月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,107,208 6,802,599

受取手形 50,904 302,990

割賦債権 19,973,247 24,384,816

リース債権及びリース投資資産 43,098,884 －

営業貸付金 2,441,129 3,112,004

その他の営業貸付債権 248,874 272,847

賃貸料等未収入金 541,381 2,546,736

その他 747,580 565,683

貸倒引当金 △684,556 △272,915

流動資産合計 73,524,652 37,714,760

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産 11,081,932 52,997,564

社用資産 100,566 101,786

有形固定資産合計 11,182,498 53,099,350

無形固定資産 123,096 1,329,233

投資その他の資産   

その他 4,039,577 4,386,252

貸倒引当金 △431,139 △388,046

投資その他の資産合計 3,608,438 3,998,205

固定資産合計 14,914,032 58,426,788

繰延資産 78,614 94,635

資産合計 88,517,298 96,236,184

負債の部   

流動負債   

支払手形 263,835 2,037,762

買掛金 734,148 2,171,924

短期借入金 8,800,000 7,270,000

1年内返済予定の長期借入金 19,362,567 20,315,473

1年内償還予定の社債 2,265,000 2,265,000

1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債
務

705,549 974,973

未払法人税等 16,114 6,690

割賦未実現利益 1,279,015 1,608,246

その他 1,750,963 1,488,900

流動負債合計 35,177,191 38,138,968
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年７月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年１月20日) 

固定負債   

社債 4,512,500 5,095,000

長期借入金 31,135,864 37,042,871

債権流動化に伴う長期支払債務 1,053,962 1,894,033

受取保証金 6,927,751 7,082,040

その他 2,381,067 364,718

固定負債合計 46,011,144 51,478,662

負債合計 81,188,335 89,617,630

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,297,430 2,297,430

資本剰余金 2,137,430 2,137,430

利益剰余金 3,014,388 2,303,259

自己株式 △115,599 △115,876

株主資本合計 7,333,649 6,622,243

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16,736 21,423

繰延ヘッジ損益 △21,421 △25,113

評価・換算差額等合計 △4,685 △3,690

純資産合計 7,328,964 6,618,554

負債純資産合計 88,517,298 96,236,184
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１月21日 
 至 平成21年７月20日) 

売上高 15,618,263

売上原価 14,299,976

売上総利益 1,318,287

販売費及び一般管理費 1,282,894

営業利益 35,393

営業外収益  

受取利息 218

受取配当金 8,399

還付加算金 8,560

匿名組合投資利益 4,796

その他 5,515

営業外収益合計 27,488

営業外費用  

支払利息 9,696

その他 74

営業外費用合計 9,771

経常利益 53,111

特別利益  

リース会計基準の適用に伴う影響額 1,334,339

その他 3,342

特別利益合計 1,337,681

特別損失  

投資有価証券評価損 3,000

ゴルフ会員権評価損 7,600

特別損失合計 10,600

税引前四半期純利益 1,380,192

法人税、住民税及び事業税 9,097

法人税等調整額 546,769

法人税等合計 555,866

四半期純利益 824,326
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【第２四半期会計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年４月21日 
 至 平成21年７月20日) 

売上高 7,598,110

売上原価 6,954,694

売上総利益 643,416

販売費及び一般管理費 708,739

営業損失（△） △65,323

営業外収益  

受取利息 128

受取配当金 8,399

還付加算金 8,368

その他 5,435

営業外収益合計 22,330

営業外費用  

支払利息 4,959

その他 34

営業外費用合計 4,993

経常損失（△） △47,986

特別利益  

償却債権取立益 110

特別利益合計 110

特別損失  

投資有価証券評価損 3,000

ゴルフ会員権評価損 6,000

特別損失合計 9,000

税引前四半期純損失（△） △56,876

法人税、住民税及び事業税 4,498

法人税等調整額 △37,231

法人税等合計 △32,732

四半期純損失（△） △24,144
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１月21日 
 至 平成21年７月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 1,380,192

賃貸資産減価償却費 482,672

社用資産減価償却費 22,323

賃貸資産処分損益（△は益） △56,800

貸倒引当金の増減額（△は減少） 148,026

投資有価証券売却損益（△は益） △3,102

受取利息及び受取配当金 △8,617

資金原価及び支払利息 774,202

リース会計基準の適用に伴う影響額 △1,334,339

リース債務の増減額（△は減少） △344,892

割賦債権の増減額（△は増加） 3,902,224

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増
加）

5,509,204

営業貸付金の増減額（△は増加） 626,959

賃貸資産の売却による収入 77,654

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △154,289

仕入債務の増減額（△は減少） △3,211,704

その他 263,194

小計 8,072,907

利息及び配当金の受取額 11,210

利息の支払額 △745,667

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 303,231

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,641,680

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △128,623

投資有価証券の売却による収入 17,622

出資金の分配による収入 4,886

無形固定資産の取得による支出 △82,804

定期預金の預入による支出 △375,000

定期預金の払戻による収入 396,000

その他 △1,233

投資活動によるキャッシュ・フロー △169,152
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(単位：千円)

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１月21日 
 至 平成21年７月20日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,530,000

長期借入れによる収入 3,818,208

長期借入金の返済による支出 △10,678,121

債権流動化の返済による支出 △1,109,495

社債の償還による支出 △582,500

自己株式の取得による支出 △219

配当金の支払額 △112,792

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,134,920

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 337,609

現金及び現金同等物の期首残高 6,370,599

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,708,208
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項なし 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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該当事項なし 

  

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

中道リース㈱　（８５９４）　平成22年１月期　第２四半期決算短信（非連結）

－12－



  

（要約）前中間損益計算書 

 
  

  

「参考」

前中間会計期間

(自 平成20年１月21日

 至 平成20年７月20日)

区    分 金  額（千円）

Ⅰ 売 上 高 18,309,075

Ⅱ 売 上 原 価 17,149,183

   売上総利益 1,159,892

Ⅲ 販売費及び一般管理費 882,156

   営業利益 277,737

Ⅳ 営 業 外 収 益 14,386

Ⅴ 営 業 外 費 用 16,396

   経常利益 275,727

Ⅵ 特 別 利 益 210,757

Ⅶ 特 別 損 失 584,063

   税引前中間純損失（△） △ 97,579

   法人税、住民税及び事業税 215,004

   法人税等調整額 △ 13,624

   過年度法人税等 16,300

   中間純損失（△） △ 315,259
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（要約）前中間キャッシュ・フロー計算書 

前中間会計期間
(自 平成20年１月21日 
  至 平成20年７月20日)

区  分 金  額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  税引前中間純損失 △ 97,579

  賃貸資産減価償却費 7,736,003

  賃貸資産売除却損 247,508

  賃貸不動産売除却損益 △ 155,638

  社用資産減価償却費 20,289

  役員退職慰労金打切支給 245,000

  貸倒引当金の増加額 12,643

  賞与引当金の減少額 △ 18,053

  投資有価証券売却損益 △ 33,800

  投資有価証券評価損 162,511

  関係会社株式評価損 158,271

  受取利息及び受取配当金 △ 13,481

  資金原価及び支払利息 848,689

  割賦債権の増加額 △ 401,290

  営業貸付債権の増加額 △ 438,920

  賃貸資産取得による支出 △ 9,627,260

  賃貸資産売却による収入 1,876,315

  受取保証金の減少額 △ 275,327

  仕入債務の増加額 406,377

  その他の営業活動による減少額 △ 105,057

小  計 547,201

  利息及び配当金の受取額 17,391

  利息の支払額 △ 806,183

  法人税等の支払額 △ 499,864

  営業活動によるキャッシュ・フロー計 △ 741,456
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前中間会計期間
(自 平成20年１月21日 
  至 平成20年７月20日)

区  分 金  額(千円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

  投資有価証券取得による支出 △ 46,000

  投資有価証券売却による収入 56,952

  無形固定資産取得による支出 △ 7,080

  社用資産の取得による支出 △ 535

  社用資産の売却による収入 72,720

  定期預金の預け入れによる支出 △ 414,000

  定期預金の払戻しによる収入 275,000

  その他の投資活動による減少額 △ 2,412

  投資活動によるキャッシュ・フロー計 △ 65,354

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  短期借入金の減少額 △ 2,400,000

  長期借入金による収入 13,521,069

  長期借入金返済による支出 △ 11,285,598

  リース債権流動化の返済による支出 △ 418,926

  社債償還による支出 △ 657,500

  自己株式の取得による支出 △ 65

  配当金の支払 △ 121,142

  財務活動によるキャッシュ・フロー計 △ 1,362,161

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △ 2,168,971

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 9,012,576

Ⅵ 現金及び現金同等物中間期末残高 6,843,605
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