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1.  平成24年9月期第1四半期の業績（平成23年10月1日～平成23年12月31日） 

(注１)当社は、平成22年９月期第１四半期の業績開示を行っていないため、23年９月期第１四半期の増減率については記載しておりません。 
(注２)当社は、平成23年４月１日に普通株式１株につき２株の株式分割を実施し、また、平成23年11月１日に普通株式１株につき３株の株式分割を実施しており
ます。１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、これらの株式分割が前期首に行われたと仮定し、算定しております。

(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 ％

24年9月期第1四半期 343 △51.8 78 △81.1 45 △87.8 22 △89.4

23年9月期第1四半期 712 ― 415 ― 372 ― 208 ―

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9月期第1四半期 2.97 2.85
23年9月期第1四半期 28.24 26.58

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年9月期第1四半期 8,566 1,807 21.1
23年9月期 6,589 1,958 29.7

（参考） 自己資本   24年9月期第1四半期  1,807百万円 23年9月期  1,958百万円

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  

（注)当社は、平成23年11月１日に普通株式１株につき３株の株式分割を実施しております。23年９月期の年間配当金70円00銭は、当該株式分割前の金額であ
ります。 

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9月期 ― 0.00 ― 70.00 70.00

24年9月期 ―

24年9月期（予想） 0.00 ― 27.00 27.00

3.  平成24年9月期の業績予想（平成23年10月1日～平成24年9月30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) 1,127 △10.9 534 △29.5 488 △31.5 284 △31.7 38.35
通期 2,363 18.6 1,163 12.3 1,113 15.0 646 16.0 87.28
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(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７ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （２）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)当社は、平成23年4月1日に普通株式１株につき２株の株式分割を実施し、また、平成23年11月1日に普通株式１株につき３株の株式分割を実施してお
ります。各株式数は、これらの株式分割が前期首に行われたと仮定し、算定しております。 

4.  その他

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） 24年9月期1Q 7,411,800 株 23年9月期 7,411,800 株

② 期末自己株式数 24年9月期1Q 690 株 23年9月期 648 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期1Q 7,411,147 株 23年9月期1Q 7,387,494 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、添付資
料５ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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平成24年９月期 第１四半期 決算概要 
損益の状況 

 平成23年10月26日公表の業績予想に変更はありません。 

 前第１四半期は、景況感の回復、法人税率の引き下げ見通し等を背景とした特需があり、第２四半期に

販売予定であった出資金を前倒しで販売したことから、大幅な売上増加となりましたが、当第１四半期

は、投資家の需要は底堅く推移しているものの、特需の発生はなく、減収減益となりました。 

                                                 (単位：百万円）   

  
 

 

 

（参考）  
平成22年９月期 
第１四半期 
（３か月）  

 

  
平成23年９月期
第１四半期 
（３か月） 

  
平成24年９月期
第１四半期 
（３か月） 

  
増減率 

 

平成24年９月期

第２四半期 
累計期間(予想）

（６か月） 

平成24年９月期

通期（予想）

(１２か月) 

  売上高  293    712 343  ▲51.8％   1,127  2,363 

  営業利益  122    415 78  ▲81.1％   534  1,163 

  経常利益  93    372 45  ▲87.8％   488  1,113 

  四半期純利益  54    208 22  ▲89.4％   284  646 

                             

 リース事業組成金額   7,445  11,120  10,585 ▲4.8％  50,140 

 出資金販売額   1,339  5,088 2,346  ▲53.9％   6,935  14,784 

商品出資金残高  1,409 515 5,637 

 

 当社の売上高は、第１四半期よりも、第２四半期に偏重する傾向があります。前期の売上高は、特需の

発生による第２四半期分の前倒し販売があったことから、第１四半期に偏重する結果となりました。当

期の売上高は、積極的な組成により、今後販売予定の出資金を増やしており、投資家からの底堅い需要

を背景に、従来どおり、第１四半期よりも、第２四半期に偏重する見込みです。               

 (単位：百万円） 

  

  
  

平成22年９月期  平成23年９月期  平成24年９月期 

出資金 

販売額 売上高 売上割合
出資金

販売額 売上高 売上割合
出資金 

販売額 売上高 売上割合

第１四半期会計期間 

（10月１日～12月31日） 1,339  293  18.1％ 5,088  712 35.7％ 2,346 343 14.5％

第２四半期会計期間 

（１月１日～３月31日） 2,760  591  36.4％ 3,298  553  27.8％ 4,588  783  33.2％

第２四半期累計期間 

（10月１日～３月31日） 4,099 885 54.6％ 8,387 1,265 63.5％ 6,935 1,127 47.7％

通期合計 7,716 1,621  100.0％ 13,407 1,992  100.0％  14,784  2,363 100.0%

(注）平成24年９月期第２四半期及び通期は予想数値です。 

  

財政状態の状況 

                               (単位：百万円）   

  
 平成23年 
 ９月末 

平成23年 
 12月末  

増減 

 資産合計  6,589  8,566  ＋1,977 

 （現金及び預金） 2,226  2,268 ＋41 

 （商品出資金） 3,749  5,637  ＋1,888 

 負債合計  4,630  6,758  ＋2,128 

 （借入金・社債）  3,738  5,762  ＋2,024 

 （前受金）  461  679  ＋217 

 純資産合計  1,958  1,807  ▲150 

 

 積極的な組成により、在庫としての

商品出資金が増加しております。 

 信用力向上を背景に、資金調達力が

向上し、商品出資金の取得原資とな

る借入金が増加しております。 

 純資産は、前期末配当 172 百万円の

実施により減少しております。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

                                             (単位：百万円）

                             

(注）出資金販売額：オペレーティング・リース事業の匿名組合契約に基づく権利の販売額 

     

売上高  

（タックス・リース・アレンジメント事業） 

 当第１四半期会計期間における世界経済は、欧州債務問題等により、金融資本市場の不安定な

状況が増しており、また日本経済も、東日本大震災の影響、世界経済の不安定化、円高の進展等

により、厳しい状況が増しております。 

 このように厳しさのある経営環境のもと、当社は、より一層の信用力の向上を図るため、平成

23年10月３日に東京証券取引所市場第二部に上場を果たしました。また、オペレーティング・リ

ース事業の組成面につきましては、その組成能力の強化を図るため、組成部門の人員強化、欧州

の一流航空会社を含めた海外賃借人・海外金融機関の新規開拓、資金調達力の向上を図りまし

た。 

 特に資金調達力の向上につきましては、コミットメントライン契約の資金調達枠を、従来の30

億円から44.5億円に増額した他、その他金融機関との取引拡大を行いました。 

 また、出資金の販売面につきましては、営業部門の人員強化、紹介者との提携強化による販売

ネットワークの強化を図りました。特に紹介者との提携強化につきましては、従来からの会計事

務所に加えて、地方銀行、証券会社からの紹介実績が拡大しつつあります。  

 これらの施策の結果、オペレーティング・リース事業の組成金額は、10,585百万円(前年同期比

4.8％減）となり、概ね前年同期の水準となりました。 

 一方、出資金販売額につきましては、2,346百万円（前年同期比53.9％減）となりました。 

 前年同期比で大幅な減少となったのは、前第１四半期会計期間は、景況感の回復、法人税率の

引き下げ見通し等を背景とした特需の発生により、第２四半期会計期間の販売予定分を前倒しで

販売したことにより、出資金販売額が従来に比べて5,088百万円と大幅な増加となったもので、当

第１四半期会計期間は、投資家の需要は底堅く推移しているものの、前第１四半期会計期間のよ

うな特需の発生はなく、出資金販売額が、2,346百万円となったためであります。 

 上記の結果、タックス・リース・アレンジメント事業の売上高は、316百万円（前年同期比

55.3％減）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  
 

 

 

（参考） 

平成22年９月期 
第１四半期  

 

平成23年９月期 
第１四半期  

 

平成24年９月期 
第１四半期  

  

増減額 

  

増減率 

 売上高  293   712 343 ▲368  ▲51.8％ 

 売上原価  42  130  39 ▲91  ▲70.0％ 

 販売費及び一般管理費  128  166 225  ＋59 ＋35.6％ 

  営業利益  122   415 78 ▲336  ▲81.1％ 

 営業外収益  8  10 32 ＋22  ＋208.3％

 営業外費用  37  53 65 ＋12  ＋23.9％ 

  経常利益  93   372 45 ▲327  ▲87.8％ 

  四半期純利益  54   208 22 ▲186  ▲89.4％ 

 リース事業組成金額   7,445  11,120  10,585 ▲534 ▲4.8％ 

 出資金販売額   1,339  5,088 2,346  ▲2,742  ▲53.9％ 
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（その他事業） 

 タックス・リース・アレンジメント事業以外のその他事業の売上高は、人員強化・提携推進等

の各種施策の効果により、26百万円（うち保険仲立人業20百万円）と前第１四半期会計期間の3百

万円から増加しました。  

(注）その他事業には、保険仲立人業、Ｍ＆Ａアドバイザリー業、金融商品仲介業、銀行代理業が含まれます。当第１四半期会計期間よ

り、Ｍ＆Ａ仲介業は、Ｍ＆Ａアドバイザリー業に名称変更いたしました。 

   

 上記の結果、当第１四半期会計期間における売上高は、343百万円（前年同期比51.8％減）とな

りました。 

  

売上原価／販売費及び一般管理費  

 売上原価につきましては、紹介者への支払手数料が減少したこと等から、39百万円（前年同期

比70.0％減）となりました。 

 販売費及び一般管理費は、業容拡大による人員の増加、東京証券取引所への新規上場関連費用

の負担等により、225百万円（前年同期比35.6％増）となりました。 

  

営業利益  

 上記の結果、営業利益は78百万円（前年同期比81.1％減）となりました。 

  

営業外収益／営業外費用  

 営業外収益は、投資家から収受している商品出資金の立替利息である受取利息14百万円（前年

同期比51.1％増）、為替差益17百万円（前年同期0百万円）の計上等により、32百万円（前年同期

比208.3％増）となりました。 

 営業外費用は、支払利息18百万円（前年同期比389.0％増）、シンジケートローン支払手数料等

47百万円（前年同期比3.3％減）の計上等により、65百万円（前年同期比23.9％増）となりまし

た。 

  

経常利益／四半期純利益  

 上記の結果、経常利益は45百万円（前年同期比87.8％減）、法人税等を控除した四半期純利益

は22百万円（前年同期比89.4％減）となりました。 

  

※ 当社の事業セグメントは、単一セグメントとしておりますので、上記の売上高については、事業セグメント別

ではなく、提供するサービスで区別した事業別に記載しております。   
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（２）財政状態に関する定性的情報 

                               (単位：百万円）   

  

 当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ、1,977百万円増加し、8,566百万円

となりました。これは主に、資金調達力の拡大を背景に、組成を積極的に進め、商品出資金が、

1,888百万円増加したことによるものであります。 

 負債合計は、前事業年度末に比べ、2,128百万円増加し、6,758百万円となりました。これは、

主に商品出資金の取得原資としての短期借入金が1,576百万円、１年内返済予定の長期借入金が

448百万円増加したことによるものであります。 

 純資産合計につきましては、前事業年度末に比べ、150百万円減少し、1,807百万円となりまし

た。これは主に、四半期純利益22百万円を計上したものの、前事業年度末を基準日とする配当の

実施により172百万円減少したことによるものであります。    

   

（３）業績予想に関する定性的情報  

 平成23年10月26日公表の平成24年９月期第２四半期累計期間及び通期の業績予想に変更はあり

ません。 

                                 (単位：百万円）    

    

※平成24年９月期通期(予想）のリース事業組成金額は、50,140百万円です。   

  

 当第１四半期会計期間の売上高の実績は、第２四半期累計期間の業績予想の売上高に対して、

その進捗率が低くなっておりますが、これは、出資金の販売予定額が、第２四半期会計期間に偏

重しているためであります。 

 また、各利益金額につきましても、売上高と同様に、その進捗率が低くなっておりますが、こ

れは、第１四半期会計期間に比べ、当第２四半期会計期間の売上高が大幅に増加する見込みであ

り、その増加額が、主に固定費的な販売費及び一般管理費等といった費用の増加額を大幅に上回

る見込みのためであります。  

  
 平成23年
 ９月末 

平成23年
 12月末  

増減

 資産合計  6,589  8,566  ＋1,977 

 （現金及び預金） 2,226  2,268 ＋41 

 （商品出資金） 3,749  5,637  ＋1,888 

 負債合計  4,630  6,758  ＋2,128 

 （借入金・社債）  3,738  5,762  ＋2,024 

 （前受金）  461  679  ＋217 

 純資産合計  1,958  1,807  ▲150 

  
平成24年９月期

第１四半期 
（実績）  

  
平成24年９月期

第２四半期 
累計期間(予想） 

平成24年９月期 
通期（予想） 

  
平成23年10月１日～

平成23年12月31日
  

平成23年10月１日～

平成24年３月31日 
平成23年10月１日～

平成24年９月30日 

 売上高  343    1,127  2,363 

 営業利益  78    534  1,163 

 経常利益  45    488  1,113 

 四半期(当期）純利益  22    284  646 

 出資金販売額  2,346    6,935  14,784 
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第１四半期及び第２四半期の売上高についての補足  

 当社の販売する出資金は、投資家が各リース事業案件の初回損益分配期日までに出資すること

により投資効果が得られますが、投資家は自社決算の趨勢が判明する決算月に近い時期に投資を

決定する傾向があります。国内法人の傾向として、３月決算もしくは９月決算が多いため、出資

金の販売時期も、３月もしくは９月が多くなり、結果として、当社の売上高は、第２四半期会計

期間及び第４四半期会計期間に偏重する傾向があります。 

 従って、第２四半期累計期間の売上高は、通常、第１四半期会計期間よりも、第２四半期会計

期間に偏重する傾向がありますが、前第２四半期累計期間においては、以下の理由により、第１

四半期会計期間に偏重する結果となりました。 

① 特需の発生により、第２四半期会計期間に販売予定の出資金を、第１四半期会計期間に前倒

しで販売したこと。 

② 前倒販売等により、第２四半期会計期間に出資金が完売し、在庫切れとなり、第２四半期会

計期間の出資金販売額が、第１四半期会計期間を下回ったこと。  

(参考）平成22年９月期及び平成23年９月期の第２四半期累計期間の売上高推移  

                                        (単位：百万円）

  

 一方、当第２四半期累計期間は、特需はないものの、投資家の需要は底堅く推移しており、従

来通り、第２四半期会計期間に偏重する売上推移になると見込んでおります。 

 特に、前第２四半期会計期間には完売による在庫切れがあったことに対し、当期は、在庫とな

る商品出資金を厚くしており、底堅い投資家の需要を背景に、当第２四半期会計期間の出資金販

売額の予想額は、前年同期を上回る見込みであります。 

 なお、当第２四半期会計期間には、当第２四半期会計期間に組成を見込んでいる出資金の他、

商品出資金（当第１四半期会計期間に組成済みの出資金）5,637百万円のうち、主に当第２四半期

会計期間に初回分配期日が到来する案件に係る出資金を販売する予定です。 

  

(参考）平成24年９月期の第２四半期累計期間の売上高推移及び当第１四半期末の商品出資金残高

                            (単位：百万円）    

  
               (単位：百万円） 

    

  

  

 平成22年９月期 平成23年９月期 

 売上高 
出資金
販売額 

商品出資金
残高  

 売上高 
出資金 
販売額  

 商品出資金
残高  

 第１四半期会計期間 
（10月１日～12月31日） 293 1,339 1,409  712 5,088 515 

 第２四半期会計期間 
（１月１日～３月31日） 591 2,760 417 553 3,298 ―

 第２四半期累計期間 
（10月１日～３月31日） 885 4,099 417  1,265 8,387 ―

  
平成24年９月期

 売上高
出資金
販売額  

商品出資金
残高  

 第１四半期会計期間 (実績) 
（10月１日～12月31日）  

 343 2,346 5,637

 第２四半期会計期間 (予想) 
（１月１日～３月31日）    783 4,588

 第２四半期累計期間 （予想） 
（10月１日～３月31日）  1,127 6,935

当第１四半期末の商品出資金残高  （注）販売開始済分のうち、初回分配期日が、当第２四半期会計期間

に到来する案件は、2,190百万円であり、当第３四半期以降に到

来する案件は、664百万円であります。販売未開始分の初回分配

期日は、投資家の需要やリース案件の諸条件を考慮し、設定のう

え、販売を開始します。  

 販売開始済分   2,855 

 販売未開始分  2,782 

 合 計 5,637 
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（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。  

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２

号 平成22年６月30日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第４号 平成22年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」

（実務対応報告第９号 平成22年６月30日）を適用しております。 

 この適用により、平成23年４月１日及び平成23年11月１日に行った株式分割は、前事業年度の

期首に行われたと仮定して、１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益を算定しております。  

 なお、これらの会計基準等を適用しなかった場合の、前第１四半期会計期間の１株当たり四半

期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、以下のとおりであります。 

 １株当たり四半期純利益  169円46銭 

 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 159円48銭 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前事業年度 
(平成23年９月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,226,322 2,268,237

売掛金 19,040 17,956

貯蔵品 1,549 1,124

商品出資金 3,749,247 5,637,963

繰延税金資産 104,263 133,061

その他 108,614 128,766

流動資産合計 6,209,037 8,187,110

固定資産   

有形固定資産 94,505 93,920

無形固定資産 1,909 1,537

投資その他の資産 284,151 284,287

繰延税金資産 26,817 24,506

その他 257,334 259,780

固定資産合計 380,566 379,745

資産合計 6,589,604 8,566,855

負債の部   

流動負債   

買掛金 13,704 29,953

短期借入金 3,637,800 5,214,450

1年内返済予定の長期借入金 10,164 458,497

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払法人税等 229,472 51,604

前受金 461,812 679,149

賞与引当金 42,589 17,008

その他 123,604 197,473

流動負債合計 4,539,147 6,668,136

固定負債   

社債 70,000 70,000

長期借入金 874 －

資産除去債務 20,749 20,802

固定負債合計 91,623 90,802

負債合計 4,630,770 6,758,938

純資産の部   

株主資本   

資本金 334,105 334,105

資本剰余金 284,105 284,105

利益剰余金 1,340,902 1,190,010

自己株式 △280 △304

株主資本合計 1,958,833 1,807,917

純資産合計 1,958,833 1,807,917

負債純資産合計 6,589,604 8,566,855
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 712,148 343,181

売上原価 130,405 39,138

売上総利益 581,743 304,043

販売費及び一般管理費 166,154 225,351

営業利益 415,589 78,691

営業外収益   

受取利息 9,387 14,184

為替差益 10 17,809

その他 1,279 924

営業外収益合計 10,677 32,918

営業外費用   

支払利息 3,694 18,063

支払手数料 49,578 47,933

営業外費用合計 53,272 65,996

経常利益 372,994 45,613

特別損失   

固定資産除却損 127 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,362 －

特別損失合計 6,490 －

税引前四半期純利益 366,504 45,613

法人税、住民税及び事業税 84,105 50,066

法人税等調整額 73,748 △26,488

法人税等合計 157,853 23,578

四半期純利益 208,650 22,034
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 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。 

   

  

（コミットメントライン契約の締結） 

当社は、新たに平成24年１月26日付で株式会社みずほ銀行とコミットメントライン契約を締結いたしました。

当該契約の概要は以下のとおりです。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象

 資金の使途 事業資金 

 設定した資金調達枠 総額15億円 

 契約締結日 平成24年１月26日 

 借入利率 短期プライムレート 

 コミットメント期間 平成24年１月26日～平成25年１月25日 

 担保提供資産 無担保 

  財務制限条項 

当社は、みずほ銀行に対して、本約定締結日以降の各

事業年度における本決算及び第２四半期決算において、

次の各号に示すことを保証する。 

① 純資産の部の金額を平成23年９月期決算における純

資産の部の金額の75％以上に維持すること。 

② 経常損益を黒字に維持すること。  
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