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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 9,063 △10.1 1,239 219.3 1,183 297.0 572 64.6
23年3月期第2四半期 10,086 △13.4 388 △65.5 298 △74.9 348 0.3

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 621百万円 （107.1％） 23年3月期第2四半期 300百万円 （―％）

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2四半期 18.39 ―
23年3月期第2四半期 11.17 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 125,436 16,929 13.5
23年3月期 127,650 16,541 12.9
（参考） 自己資本  24年3月期第2四半期  16,915百万円 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 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 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、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   

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 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）３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2Q 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2Q 5,981,624 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2Q 31,162,231 株 23年3月期2Q 31,164,241 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から生産活動が大きく停滞、

原発問題など複数のリスク要因を抱える中で、国際金融市場の混乱と欧米経済の不安定化による円高な

ど、懸念すべき事項も多く、景気の先行きは依然として不透明な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２四半期連結累計期間における経営成績は、リース売上高や不動産売却収入の減少な

どにより売上高は9,063百万円（前年同期比10.1％減）となりましたが、貸倒引当金繰入額や資金調達

コストの減少などにより、営業利益は1,239百万円（前年同期比219.3％増)、経常利益は1,183百万円

（前年同期比297.0％増)となり、四半期純利益は572百万円(前年同期比64.6％増）となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

①リース・割賦 

リースの新規実行高は増加いたしましたが、売上高は4,627百万円（前年同期比12.9％減）となり

ました。セグメント利益(営業利益)は、貸倒引当金繰入額の減少により510百万円(前年同期比1.1％

減)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18,798百万円（前期末比0.6％増）と

なりましたが、割賦債権残高は大口契約の期日到来などにより11,288百万円（前期末比6.7％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597百万円（前年同期比21.7％減）となりましたが、

セグメント利益（営業利益）は貸倒引当金繰入額の減少により280百万円の黒字となりました。な

お、営業貸付金残高は25,192百万円（前期末比3.7％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3,157百万円（前年同期比6.5％減）となりましたが、営業費

用の減少によりセグメント利益（営業利益）は599百万円（前年同期比3.9％増）となりました。な

お、賃貸不動産残高は38,104百万円（前期末比0.5％減）、販売用不動産残高は6,690百万円（前期末

比6.1％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254百万円（前年同期比34.4％増）となり、セ

グメント利益（営業利益）は107百万円（前年同期比46.2％増）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は125,436百万円（前期末比1.7％減）と前連結会計年度末に

比べ2,213百万円の減少となりました。これは主に現金及び預金の減少1,844百万円、割賦債権の減少

808百万円、営業貸付金の増加904百万円、その他の営業資産の減少446百万円などであります。 

  負債合計は108,507百万円（前期末比2.3％減）と前連結会計年度末に比べ2,601百万円の減少となり

ました。これは主に借入金の減少1,843百万円、社債の減少1,213百万円などであります。 

  純資産合計は16,929百万円（前期末比2.3％増）と前連結会計年度末に比べ387百万円増加いたしまし

た。 

  

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

(資産、負債及び純資産の状況)
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当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,834百万円減

少し15,296百万円となりました。 

  

営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費500百万円、割賦債権の減少による収入847百万

円、営業貸付金の増加による支出904百万円、販売用不動産の増加による支出383百万円などが主要な

ものであり、全体では1,405百万円の資金流入となり、前第２四半期連結累計期間に比べ5,932百万円

の収入減となりました。 

  

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却及び償還による収入98百万円などによ

り、全体では103百万円の資金流入となりました。  

  

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に有利子負債の減少に伴うものであり、全体では3,343

百万円の資金流出となり、前第２四半期連結累計期間に比べ1,666百万円の支出減となりました。  

  

当第２四半期連結累計期間における連結業績は、当初予想を上回ったものの、先行きの経済環境は依

然不透明であるため、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。 

  

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。  

  

(キャッシュ・フローの状況)

①営業活動によるキャッシュ・フロー

②投資活動によるキャッシュ・フロー

③財務活動によるキャッシュ・フロー

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 17,181 15,337

割賦債権 12,096 11,288

リース債権及びリース投資資産 18,681 18,798

営業貸付金 24,288 25,192

その他の営業資産 446 －

賃貸料等未収入金 301 274

販売用不動産 6,306 6,690

その他 2,412 2,742

貸倒引当金 △1,434 △1,421

流動資産合計 80,280 78,903

固定資産

有形固定資産

賃貸資産

賃貸不動産（純額） 38,292 38,104

その他（純額） 27 15

賃貸資産合計 38,319 38,120

社用資産 1,388 1,307

有形固定資産合計 39,707 39,427

無形固定資産 544 431

投資その他の資産

投資有価証券 3,781 3,626

その他 3,347 3,059

貸倒引当金 △11 △11

投資その他の資産合計 7,117 6,674

固定資産合計 47,369 46,533

資産合計 127,650 125,436
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,218 1,211

短期借入金 50,595 45,820

1年内償還予定の社債 3,227 2,567

未払法人税等 70 51

引当金 124 121

その他 2,178 2,561

流動負債合計 57,414 52,333

固定負債

社債 7,328 6,775

長期借入金 41,377 44,308

引当金 331 335

その他 4,656 4,754

固定負債合計 53,694 56,174

負債合計 111,108 108,507

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 15,571

自己株式 △2,381 △2,381

株主資本合計 16,607 16,946

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △38 △4

繰延ヘッジ損益 △39 △27

その他の包括利益累計額合計 △78 △31

少数株主持分 12 14

純資産合計 16,541 16,929

負債純資産合計 127,650 125,436
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日

 至 平成23年９月30日)

売上高 10,086 9,063

売上原価 7,641 6,594

売上総利益 2,445 2,469

販売費及び一般管理費 2,056 1,229

営業利益 388 1,239

営業外収益

受取利息 37 47

受取配当金 31 31

投資有価証券売却益 51 －

その他 40 43

営業外収益合計 162 122

営業外費用

支払利息 168 143

その他 84 35

営業外費用合計 252 179

経常利益 298 1,183

特別利益

賃貸不動産売却益 － 2

特別利益合計 － 2

特別損失

賃貸不動産売却損 9 －

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 113 16

税金等調整前四半期純利益 184 1,168

法人税、住民税及び事業税 33 41

法人税等調整額 △197 552

法人税等合計 △163 594

少数株主損益調整前四半期純利益 348 574

少数株主利益 0 1

四半期純利益 348 572
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日

 至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 348 574

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △85 34

繰延ヘッジ損益 36 12

その他の包括利益合計 △48 47

四半期包括利益 300 621

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 299 620

少数株主に係る四半期包括利益 0 1
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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２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日

 至 平成23年９月30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 184 1,168

減価償却費 496 500

減損損失 91 －

賃貸不動産売却損益（△は益） 9 △2

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 842 △13

引当金の増減額（△は減少） 15 0

受取利息及び受取配当金 △69 △78

資金原価及び支払利息 1,042 885

投資有価証券評価損益（△は益） 7 16

投資有価証券売却損益（△は益） △43 1

割賦債権の増減額（△は増加） △740 847

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は
増加）

1,733 38

営業貸付金の増減額（△は増加） 3,473 △904

販売用不動産の増減額（△は増加） 828 △383

賃貸資産の取得による支出 △1,696 △83

仕入債務の増減額（△は減少） 644 △7

賃貸不動産の譲渡による収入 947 2

その他 576 318

小計 8,349 2,306

利息及び配当金の受取額 33 43

利息の支払額 △1,018 △886

法人税等の支払額 △26 △58

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,338 1,405

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 40 10

社用資産の取得による支出 △44 △12

無形固定資産の取得による支出 △5 △6

投資有価証券の取得による支出 △700 －

投資有価証券の売却及び償還による収入 310 98

出資金の払込による支出 △2 △3

その他 24 17

投資活動によるキャッシュ・フロー △378 103
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日

 至 平成23年９月30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） 169 △4,927

長期借入れによる収入 13,798 20,281

長期借入金の返済による支出 △22,750 △17,197

社債の発行による収入 5,057 394

社債の償還による支出 △967 △1,613

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △232 △233

その他 △84 △48

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,010 △3,343

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,949 △1,834

現金及び現金同等物の期首残高 11,427 17,131

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,377 15,296
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該当事項はありません。  

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

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△257百万円は、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。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

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△270百万円は、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。 

  

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）セグメント情報等

(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 5,311 762 3,377 189 9,641 444 10,086 ─ 10,086

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

計 5,311 762 3,377 189 9,641 444 10,086 ─ 10,086

セグメント利益又は 
損失(△)

515 △496 576 73 669 △23 646 △257 388

(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 4,627 597 3,157 254 8,636 427 9,063 ─ 9,063

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

計 4,627 597 3,157 254 8,636 427 9,063 ─ 9,063

セグメント利益又は 
損失(△)

510 280 599 107 1,497 13 1,510 △270 1,239

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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４．補足情報

 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２四半期 
連結会計期間末 

(平成23年９月30日)

（参考） 
前第２四半期 
連結会計期間末 

(平成22年９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 18,798 20.1 18,510 18.7

  オペレーティング・リース 27 0.0 15 0.0 9 0.0

リース計 18,708 19.9 18,814 20.1 18,519 18.7

割賦販売 12,096 12.9 11,288 12.0 11,388 11.5

リース・割賦計 30,805 32.8 30,103 32.1 29,908 30.2

融資 24,288 25.9 25,192 26.9 30,118 30.4

不動産

オペレーティング・リース 38,292 40.8 38,104 40.6 38,083 38.5

その他 447 0.5 373 0.4 845 0.9

不動産計 38,739 41.3 38,478 41.0 38,929 39.4

合計 93,833 100.0 93,774 100.0 98,956 100.0
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