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1.  平成22年12月期第3四半期の業績（平成22年1月21日～平成22年10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12月期第3四半期 22,752 △2.0 545 152.2 550 160.0 313 △66.5
22年1月期第3四半期 23,228 ― 216 ― 212 ― 934 ―

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12月期第3四半期 42.33 12.61
22年1月期第3四半期 113.57 41.86

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12月期第3四半期 79,640 6,904 8.7 670.48
22年1月期 81,379 7,158 8.8 641.03

（参考） 自己資本   22年12月期第3四半期  6,904百万円 22年1月期  7,158百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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、
「5．種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

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1月期 ― ― ― 5.00 5.00
22年12月期 ― ― ―
22年12月期 

（予想）
5.00 5.00

3.  平成22年12月期の業績予想（平成22年1月21日～平成22年12月31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  無   

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 29,400 △4.9 410 31.4 420 37.7 210 △79.2 18.87



(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.３「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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期3Q 8,679,800株 22年1月期  8,679,800株
② 期末自己株式数 22年12月期3Q 1,291,583株 22年1月期  1,288,783株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期3Q 7,389,128株 22年1月期3Q  8,228,200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レビュー手続きは終了しておりません。 

※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あたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）2ページ「（3）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 



  

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

Ａ種優先株式 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１月期 ─ ─ ─ 30 00 30 00

22年12月期 ─ ─ ─

22年12月期(予想) 30 00 30 00
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当第３四半期累計期間における経営成績は次のとおりとなりました。 

営業面では、景気回復を牽引する企業の設備投資や消費行動に力強さが欠け、社団法人リース事業協

会統計によるリース取扱高も依然として低迷状況のまま推移しており、厳しい状況が続いております。

その結果、当第３四半期累計期間の新規受注高は18,277百万円(前年同四半期累計期間比119.0％増)

となりました。 

収入面では、当第３四半期累計期間の売上高は22,752百万円(同2.0％減)、営業利益は545百万円(同

152.2％増)、経常利益は550百万円(同160.0％増)、四半期純利益は313百万円(同66.5％減)となりまし

た。 

当第３四半期累計期間における新規受注高の実績を事業の部門別に示すと、次の通りであります。 

 
  

当第３四半期累計期間末の総資産は、前期末比1,739百万円減少して79,640百万円となりました。こ

れは主にリース投資資産の減少によるものです。 

負債合計は、前期末比1,484百万円減少して72,736百万円となりました。これは主に借入金の減少に

よるものです。 

純資産合計は、前期末比255百万円減少して6,904百万円となりました。これは主に利益剰余金の減少

によるものです。 

  

当社は、平成22年４月８日開催の第38回定時株主総会において「定款一部変更の件」を付議し、決算

日を１月20日から12月31日とすることについて承認されております。これに伴い第39期事業年度の会計

期間は、平成22年１月21日から平成22年12月31日までの11ケ月11日の変則決算となりますが、現時点に

おいては、平成22年３月３日に公表いたしました業績予想を修正しておりません。 

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

物品賃貸事業 8,360百万円

不動産賃貸事業 1,581百万円

割賦販売事業 7,756百万円

営業貸付事業 580百万円

(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
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①簡便な会計処理 

 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。 

  

②四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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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10月20日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年１月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,102,270 6,222,061

受取手形 33,353 52,712

割賦債権 18,364,200 18,172,151

リース債権及びリース投資資産 36,674,445 39,489,166

営業貸付金 2,039,219 2,339,778

その他の営業貸付債権 232,462 223,968

賃貸料等未収入金 856,682 404,005

その他の流動資産 612,460 563,436

貸倒引当金 △707,534 △673,945

流動資産合計 64,207,557 66,793,332

固定資産

有形固定資産

賃貸資産 12,129,855 11,039,579

社用資産 102,296 104,932

有形固定資産合計 12,232,152 11,144,511

無形固定資産 98,813 106,051

投資その他の資産

その他の投資 3,245,285 3,552,527

貸倒引当金 △182,415 △280,384

投資その他の資産合計 3,062,870 3,272,143

固定資産合計 15,393,835 14,522,705

繰延資産 38,692 62,593

資産合計 79,640,085 81,378,629

負債の部

流動負債

支払手形 731,023 513,945

買掛金 2,885,676 1,020,322

短期借入金 4,794,500 3,970,000

1年内返済予定の長期借入金 19,212,789 19,483,286

1年内償還予定の社債 1,040,000 1,165,000

1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務 1,000,000 1,093,000

未払法人税等 191,285 180,016

割賦未実現利益 1,062,331 1,090,589

役員賞与引当金 － 20,000

賞与引当金 66,905 10,000

その他の流動負債 1,508,986 1,590,859

流動負債合計 32,493,494 30,137,016
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成22年10月20日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年１月20日)

固定負債

社債 2,990,000 3,930,000

長期借入金 28,626,963 30,303,954

債権流動化に伴う長期支払債務 374,000 1,107,807

退職給付引当金 11,951 4,232

受取保証金 6,696,650 6,763,012

その他の固定負債 1,543,379 1,974,227

固定負債合計 40,242,942 44,083,232

負債合計 72,736,437 74,220,249

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 2,704,144 2,898,841

自己株式 △219,202 △218,744

株主資本合計 6,919,802 7,114,957

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,884 61,509

繰延ヘッジ損益 △14,270 △18,086

評価・換算差額等合計 △16,154 43,423

純資産合計 6,903,648 7,158,381

負債純資産合計 79,640,085 81,378,629
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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１月21日
至 平成21年10月20日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年１月21日
至 平成22年10月20日)

売上高 23,227,897 22,752,126

売上原価 21,275,869 20,818,310

売上総利益 1,952,028 1,933,816

販売費及び一般管理費 1,735,890 1,388,624

営業利益 216,138 545,192

営業外収益

受取利息 326 332

受取配当金 8,399 15,565

還付加算金 8,560 －

匿名組合投資利益 7,681 5,823

その他の営業外収益 5,613 829

営業外収益合計 30,579 22,549

営業外費用

支払利息 15,085 16,889

支払手数料 20,000 －

その他の営業外費用 74 823

営業外費用合計 35,159 17,712

経常利益 211,557 550,029

特別利益

リース会計基準の適用に伴う影響額 1,334,339 －

償却債権取立益 － 1,780

その他 10,263 －

特別利益合計 1,344,602 1,780

特別損失

投資有価証券評価損 46,989 －

ゴルフ会員権評価損 7,600 －

特別損失合計 54,589 －

税引前四半期純利益 1,501,570 551,809

法人税、住民税及び事業税 34,866 272,561

法人税等調整額 532,226 △33,510

法人税等合計 567,092 239,052

四半期純利益 934,478 312,757
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【第３四半期会計期間】

（単位：千円）

前第３四半期会計期間
(自 平成21年７月21日
至 平成21年10月20日)

当第３四半期会計期間
(自 平成22年７月21日
至 平成22年10月20日)

売上高 7,609,634 7,581,539

売上原価 6,975,893 6,961,402

売上総利益 633,741 620,136

販売費及び一般管理費 452,996 430,221

営業利益 180,744 189,915

営業外収益

受取利息 108 102

受取配当金 － 1,680

匿名組合投資利益 2,885 3,051

その他の営業外収益 98 94

営業外収益合計 3,091 4,927

営業外費用

支払利息 5,389 5,762

支払手数料 20,000 －

その他の営業外費用 0 236

営業外費用合計 25,389 5,998

経常利益 158,446 188,844

特別利益

償却債権取立益 6,921 694

特別利益合計 6,921 694

特別損失

投資有価証券評価損 43,989 －

特別損失合計 43,989 －

税引前四半期純利益 121,378 189,538

法人税、住民税及び事業税 25,768 111,791

法人税等調整額 △14,543 △29,810

法人税等合計 11,226 81,981

四半期純利益 110,152 107,556
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成21年１月21日
至 平成21年10月20日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年１月21日
至 平成22年10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 1,501,570 551,809

賃貸資産減価償却費 710,966 696,978

社用資産減価償却費 34,090 30,878

賃貸資産処分損益（△は益） △86,537 △46,454

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,188 △64,380

退職給付引当金の増減額（△は減少） － 7,720

賞与引当金の増減額（△は減少） 44,433 36,905

投資有価証券売却損益（△は益） △3,102 －

投資有価証券評価損益（△は益） 46,989 －

受取利息及び受取配当金 △8,725 △15,897

資金原価及び支払利息 1,135,623 976,834

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） △427,971 △295,888

割賦債権の増減額（△は増加） 4,808,760 △329,860

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は
増加）

7,066,578 1,915,655

営業貸付金の増減額（△は増加） 838,186 292,064

賃貸資産の取得による支出 － △1,464,147

賃貸資産の売却による収入 109,667 151,292

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △233,513 △66,363

仕入債務の増減額（△は減少） △2,134,651 2,082,432

その他 473,578 247,981

小計 12,530,414 4,707,559

利息及び配当金の受取額 12,333 17,797

利息の支払額 △1,088,764 △926,569

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 292,980 △261,992

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,746,962 3,536,796

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 △141,196 △107,000

投資有価証券の売却による収入 17,622 88

出資金の分配による収入 6,555 3,596

無形固定資産の取得による支出 △85,104 △20,305

社用資産の取得による支出 － △220

定期預金の預入による支出 △559,000 △531,000

定期預金の払戻による収入 586,000 660,000

その他 △12,380 1,963

投資活動によるキャッシュ・フロー △187,504 7,122
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成21年１月21日
至 平成21年10月20日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年１月21日
至 平成22年10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） △1,275,000 824,500

長期借入れによる収入 7,532,519 13,577,441

長期借入金の返済による支出 △15,442,759 △15,524,929

債権流動化による収入 1,200,000 －

債権流動化の返済による支出 △1,476,048 △826,807

社債の償還による支出 △2,165,000 △1,065,000

自己株式の取得による支出 △103,711 △400,458

配当金の支払額 △112,792 △107,455

その他 92 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,842,700 △3,522,709

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △283,242 21,209

現金及び現金同等物の期首残高 6,370,599 5,735,061

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,087,358 5,756,270
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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