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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

24年3月期第1四半期 4,448 △18.2 672 △12.7 643 △15.2 278 △2.7
23年3月期第1四半期 5,440 △9.9 769 1.4 758 △8.6 285 △39.1

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 276百万円 （2.2％） 23年3月期第1四半期 270百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 8.92 ―
23年3月期第1四半期 9.17 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 123,268 16,584 13.4
23年3月期 127,650 16,541 12.9
（参考） 自己資本  24年3月期第1四半期  16,571百万円 23年3月期  16,528百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 7.50 7.50
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 7.50 7.50

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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

第2四半期(累計) 8,500 △15.7 900 131.7 800 168.5 350 0.5 11.23
通期 17,000 △13.5 1,900 100.6 1,600 153.6 750 1.6 24.07



(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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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。実際の業績は今後様々な要因により予想数値と異なる可能
性があります。なお、予想数値に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 37,143,374 株 23年3月期 37,143,374 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 5,981,234 株 23年3月期 5,980,934 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 31,162,367 株 23年3月期1Q 31,164,446 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災及び原発事故に端を発した電力供

給の問題など懸念すべき事項も多く、不安定な経済環境の中で設備投資や個人消費が低調となるなど、

景気は厳しい状況で推移いたしました。 

このような中、当社グループでは良質資産の積み上げによる安定収益基盤の構築を目指すとともに、

有利子負債の削減など財務体質の強化にも取り組んでまいりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間における経営成績は、不動産売却収入の減少などにより売上高

は4,448百万円（前年同期比18.2％減）、営業利益は672百万円（前年同期比12.7％減）、経常利益は

643百万円（前年同期比15.2％減）となり、四半期純利益は278百万円（前年同期比2.7％減）となりま

した。 

  

セグメントの業績は、以下のとおりであります。 

  

①リース・割賦 

リース・割賦部門の資産残高減少により売上高は2,342百万円（前年同期比13.6％減）となりまし

たが、貸倒引当金繰入額の減少によりセグメント利益（営業利益）は286百万円（前年同期比27.9％

増）となりました。なお、リース債権及びリース投資資産残高は18,491百万円（前期末比1.0％減）

となり、割賦債権残高は大口の期限前回収の発生などにより11,222百万円（前期末比7.2％減）とな

りました。 

  

②融資 

営業貸付金の平均残高減少に伴い、売上高は286百万円（前年同期比26.8％減）となり、セグメン

ト利益（営業利益）は138百万円（前年同期比23.4％減）となりました。なお、営業貸付金残高は

24,296百万円（前期末比0.0％増）となりました。 

  

③不動産 

不動産売却収入の減少により売上高は1,432百万円（前年同期比28.6％減）となり、セグメント利

益（営業利益）は279百万円（前年同期比38.0％減）となりました。なお、賃貸不動産残高は38,151

百万円（前期末比0.4％減）、販売用不動産残高は7,098百万円（前期末比12.5％増）となりました。 

  

④フィービジネス 

生命保険の代理店手数料の増加などにより売上高は161百万円（前年同期比74.0％増）となり、セ

グメント利益（営業利益）は80百万円（前年同期比109.7％増）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は123,268百万円（前期末比3.4％減）と前連結会計年度末

に比べ4,381百万円の減少となりました。これは主に現金及び預金の減少3,564百万円、割賦債権の減

少874百万円などであります。 

負債合計は106,683百万円（前期末比4.0％減）と前連結会計年度末に比べ4,424百万円の減少とな

りました。これは主に借入金の減少4,397百万円などであります。 

純資産合計は16,584百万円（前期末比0.3％増）と前連結会計年度末に比べ43百万円増加いたしま

した。 

  

平成24年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成23年５月11

日発表の業績予想から変更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表

（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23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 17,181 13,616

割賦債権 12,096 11,222

リース債権及びリース投資資産 18,681 18,491

営業貸付金 24,288 24,296

その他の営業資産 446 249

賃貸料等未収入金 301 264

販売用不動産 6,306 7,098

その他 2,412 2,565

貸倒引当金 △1,434 △1,415

流動資産合計 80,280 76,390

固定資産

有形固定資産

賃貸資産

賃貸不動産（純額） 38,292 38,151

その他（純額） 27 24

賃貸資産合計 38,319 38,176

社用資産 1,388 1,383

有形固定資産合計 39,707 39,559

無形固定資産 544 489

投資その他の資産

投資有価証券 3,781 3,682

その他 3,347 3,157

貸倒引当金 △11 △11

投資その他の資産合計 7,117 6,828

固定資産合計 47,369 46,877

資産合計 127,650 123,268

㈱九州リースサービス　（8596）　平成24年3月期　第1四半期決算短信

- 4 -



  

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,218 1,042

短期借入金 50,595 47,989

1年内償還予定の社債 3,227 2,567

未払法人税等 70 32

引当金 124 72

その他 2,178 2,704

流動負債合計 57,414 54,407

固定負債

社債 7,328 7,696

長期借入金 41,377 39,586

引当金 331 332

その他 4,656 4,660

固定負債合計 53,694 52,275

負債合計 111,108 106,683

純資産の部

株主資本

資本金 2,933 2,933

資本剰余金 822 822

利益剰余金 15,232 15,277

自己株式 △2,381 △2,381

株主資本合計 16,607 16,651

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △38 △48

繰延ヘッジ損益 △39 △32

その他の包括利益累計額合計 △78 △80

少数株主持分 12 13

純資産合計 16,541 16,584

負債純資産合計 127,650 123,268

㈱九州リースサービス　（8596）　平成24年3月期　第1四半期決算短信

- 5 -



  

（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22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日

 至 平成23年６月30日)

売上高 5,440 4,448

売上原価 4,032 3,176

売上総利益 1,407 1,271

販売費及び一般管理費 637 599

営業利益 769 672

営業外収益

受取利息 18 23

受取配当金 13 11

投資有価証券売却益 38 －

その他 19 21

営業外収益合計 90 56

営業外費用

支払利息 85 71

投資有価証券売却損 8 －

その他 7 13

営業外費用合計 101 84

経常利益 758 643

特別損失

賃貸不動産売却損 40 －

減損損失 91 －

投資有価証券評価損 7 16

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4 －

特別損失合計 143 16

税金等調整前四半期純利益 614 626

法人税、住民税及び事業税 18 26

法人税等調整額 310 321

法人税等合計 328 348

少数株主損益調整前四半期純利益 286 278

少数株主利益 0 0

四半期純利益 285 278
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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22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日

 至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 286 278

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △36 △9

繰延ヘッジ損益 21 7

その他の包括利益合計 △15 △1

四半期包括利益 270 276

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 270 276

少数株主に係る四半期包括利益 0 0
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ゴルフ場の管理経営、物品販売等を

含んでおります。 

  

２  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差異及び当該差異の

主な内容（差異調整に関する事項） 

 
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

「不動産」セグメントにおいて、外部に売却することが決定している賃貸不動産で、帳簿価額が回

収可能価額を上回る物件に対し減損損失を計上いたしました。なお、当該減損損失の計上額は、当第

１四半期連結累計期間においては71百万円であります。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計リース・ 
割賦

融資 不動産
フィー

ビジネス
計

売上高

  外部顧客への売上高 2,710 391 2,005 93 5,200 239 5,440

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 2,710 391 2,005 93 5,200 239 5,440

セグメント利益又は損失(△) 224 180 450 38 894 △5 888

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 894

「その他」の区分の損失(△) △5

全社費用(注) △118

四半期連結損益計算書の営業利益 769
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当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ゴルフ場の管理経営、物品販売

等を含んでおります。 

     ２  セグメント利益調整額△132百万円は、全社費用であり報告セグメントに帰属しない一般管理費でありま

す。 

     ３  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)３

リース・ 
割賦

融資 不動産
フィー 

ビジネス
計

売上高

  外部顧客への売上高 2,342 286 1,432 161 4,223 224 4,448 ─ 4,448

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

計 2,342 286 1,432 161 4,223 224 4,448 ─ 4,448

セグメント利益又は 
損失(△)

286 138 279 80 785 19 804 △132 672

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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４．補足情報

（１）営業資産残高（連結）

セグメントの名称

前連結会計年度末 
(平成23年３月31日)

当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成23年６月30日)

（参考） 
前第１四半期 
連結会計期間末 

(平成22年６月30日)

期末残高 
(百万円)

構成比 
(％)

期末残高 
(百万円)

構成比 
(％)

期末残高 
(百万円)

構成比 
(％)

リース・割賦

  ファイナンス・リース 18,681 19.9 18,491 20.0 19,551 19.2

  オペレーティング・リース 27 0.0 24 0.0 9 0.0

リース計 18,708 19.9 18,516 20.0 19,561 19.2

割賦販売 12,096 12.9 11,222 12.1 11,153 10.9

リース・割賦計 30,805 32.8 29,738 32.1 30,714 30.1

融資 24,288 25.9 24,296 26.3 32,286 31.7

不動産

オペレーティング・リース 38,292 40.8 38,151 41.2 37,356 36.7

その他 447 0.5 374 0.4 1,509 1.5

不動産計 38,739 41.3 38,526 41.6 38,865 38.2

合計 93,833 100.0 92,561 100.0 101,866 100.0
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