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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 9,449 4.3 1,155 △6.8 1,110 △6.2 655 14.4
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

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 643百万円 （3.5％） 24年3月期第2四半期 621百万円 （107.1％）

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

25年3月期第2四半期 21.45 ―
24年3月期第2四半期 18.39 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 120,814 17,588 14.4
24年3月期 121,785 16,997 13.9
（参考） 自己資本  25年3月期第2四半期  17,396百万円 24年3月期  16,978百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 7.50 7.50
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 7.50 7.50

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 18,000 0.8 1,900 4.6 1,700 1.8 770 1.7 25.19



(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 

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、添付資料P.4「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」（３）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。 

(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ますが、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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。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。 

※  注記事項

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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 37,143,374 株 24年3月期 37,143,374 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 6,581,924 株 24年3月期 6,581,624 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 30,561,692 株 24年3月期2Q 31,162,231 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、東日本大震災の復興関連需要等から緩やかな回復

の兆しが見られたものの、欧州債務問題や長期化する円高の影響など、依然として先行き不透明な状況

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、不動産売却収入の増加などにより売上高

は9,449百万円（前年同期比4.3％増）となりましたが、貸倒引当金繰入額の増加などにより営業利益は

1,155百万円（前年同期比6.8％減）、経常利益は1,110百万円（前年同期比6.2％減）となりました。な

お、四半期純利益は税金費用の減少により655百万円（前年同期比14.4％増）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 

新規実行高が堅調に推移し、売上高は4,642百万円（前年同期比0.3％増）とほぼ前年並みの実績とな

り、セグメント利益（営業利益）は売上原価の減少により536百万円（前年同期比5.2％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22,682百万円（前期末比7.7％増）となり、割賦債権

残高は11,532百万円（前期末比1.4％減）となりました。 

  

②融資 

融資取引に係る手数料収入の増加などにより売上高は600百万円（前年同期比0.6％増）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増加などにより８百万円(前年同期比97.0％減)

となりました。なお、営業貸付金残高は期限前回収の発生などにより22,893百万円（前期末比10.4％

減）となりました。 

  

③不動産 

前連結会計年度に新たに取得した物件からの不動産賃貸収入の増加や不動産売却収入の増加により、

売上高は3,675百万円（前年同期比16.4％増）、セグメント利益（営業利益）は782百万円（前年同期比

30.5％増）となりました。なお、賃貸不動産残高は37,328百万円（前期末比0.8％減）、販売用不動産

残高は4,824百万円（前期末比17.7％減）となりました。  

  

④フィービジネス 

売上高は252百万円（前年同期比1.1％減）となり、セグメント利益（営業利益）は営業費用の増加に

より99百万円（前年同期比6.9％減）となりました。 

  

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
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当第２四半期連結会計期間末の資産合計は120,814百万円（前期末比0.8％減）と前連結会計年度末に

比べ971百万円の減少となりました。これは主に営業貸付金の減少2,649百万円、リース債権及びリース

投資資産の増加1,619百万円などであります。 

  負債合計は103,225百万円（前期末比1.5％減）と前連結会計年度末に比べ1,562百万円の減少となり

ました。これは主に借入金の減少904百万円、社債の減少1,042百万円、支払手形及び買掛金の増加519

百万円などであります。 

  純資産合計は17,588百万円（前期末比3.5％増）と前連結会計年度末に比べ590百万円増加いたしまし

た。これは主に利益剰余金の増加426百万円、少数株主持分の増加172百万円などであります。 

  

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1,728百万円増

加し11,568百万円となりました。 

  

営業活動によるキャッシュ・フローは、収入面では営業貸付金の減少1,929百万円、販売用不動産

の減少988百万円、仕入債務の増加490百万円などが主要なものであり、また、支出面ではリース債権

及びリース投資資産の増加1,368百万円などが主要なものであり、全体では3,895百万円の資金流入と

なり、前第２四半期連結累計期間に比べ2,489百万円の収入増となりました。 

  

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出171百万円、関係会社株式

の売却による収入198百万円などにより、全体では19百万円の資金流入となり、前第２四半期連結累

計期間に比べ84百万円の収入減となりました。 

  

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2,185

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1,157百万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24年５月11日発表の業績予想から変更

はありません。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

(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
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１

日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

これによる当第２四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 

  

２．サマリー情報(注記事項)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

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
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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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,880 11,568 

割賦債権 11,691 11,532 

リース債権及びリース投資資産 21,062 22,682 

営業貸付金 25,543 22,893 

賃貸料等未収入金 287 294 

販売用不動産 5,862 4,824 

その他 2,440 2,127 

貸倒引当金 △833 △845 

流動資産合計 75,935 75,078 

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産   

賃貸不動産（純額） 37,619 37,328 

その他（純額） 208 487 

賃貸資産合計 37,828 37,815 

社用資産 1,313 1,332 

有形固定資産合計 39,142 39,148 

無形固定資産 320 214 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,754 3,842 

その他 2,645 2,541 

貸倒引当金 △11 △11 

投資その他の資産合計 6,387 6,372 

固定資産合計 45,850 45,735 

資産合計 121,785 120,814 
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 921 1,441 

短期借入金 40,645 39,859 

1年内償還予定の社債 2,585 2,285 

未払法人税等 25 140 

引当金 121 120 

その他 2,075 2,073 

流動負債合計 46,374 45,919 

固定負債   

社債 5,693 4,950 

長期借入金 47,115 46,996 

引当金 353 276 

その他 5,252 5,082 

固定負債合計 58,413 57,305 

負債合計 104,787 103,225 

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 15,756 16,182 

自己株式 △2,486 △2,486 

株主資本合計 17,026 17,452 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △35 △50 

繰延ヘッジ損益 △12 △6 

その他の包括利益累計額合計 △48 △56 

少数株主持分 19 192 

純資産合計 16,997 17,588 

負債純資産合計 121,785 120,814 
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 9,063 9,449 

売上原価 6,594 6,792 

売上総利益 2,469 2,656 

販売費及び一般管理費 1,229 1,501 

営業利益 1,239 1,155 

営業外収益   

受取利息 47 47 

受取配当金 31 32 

その他 43 23 

営業外収益合計 122 103 

営業外費用   

支払利息 143 113 

その他 35 35 

営業外費用合計 179 148 

経常利益 1,183 1,110 

特別利益   

賃貸不動産売却益 2 － 

特別利益合計 2 － 

特別損失   

災害による損失 － 22 

投資有価証券評価損 16 － 

関係会社株式売却損 － 1 

特別損失合計 16 24 

税金等調整前四半期純利益 1,168 1,086 

法人税、住民税及び事業税 41 130 

法人税等調整額 552 304 

法人税等合計 594 434 

少数株主損益調整前四半期純利益 574 651 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1 △4 

四半期純利益 572 655 
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 574 651 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 34 △15 

繰延ヘッジ損益 12 6 

その他の包括利益合計 47 △8 

四半期包括利益 621 643 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 620 647 

少数株主に係る四半期包括利益 1 △4 
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 1,168 1,086 

減価償却費 500 495 

関係会社株式売却損益（△は益） － 1 

賃貸不動産売却損益（△は益） △2 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13 321 

引当金の増減額（△は減少） 0 △67 

受取利息及び受取配当金 △78 △79 

資金原価及び支払利息 885 774 

投資有価証券評価損益（△は益） 16 － 

投資有価証券売却損益（△は益） 1 － 

割賦債権の増減額（△は増加） 847 101 

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増
加）

38 △1,368 

営業貸付金の増減額（△は増加） △904 1,929 

販売用不動産の増減額（△は増加） △383 988 

賃貸資産の取得による支出 △83 △369 

仕入債務の増減額（△は減少） △7 490 

賃貸不動産の譲渡による収入 2 － 

その他 318 366 

小計 2,306 4,671 

利息及び配当金の受取額 43 43 

利息の支払額 △886 △804 

法人税等の支払額 △58 △15 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,405 3,895 

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 10 40 

社用資産の取得による支出 △12 △48 

無形固定資産の取得による支出 △6 △5 

投資有価証券の取得による支出 － △171 

投資有価証券の売却及び償還による収入 98 0 

関係会社株式の売却による収入 － 198 

出資金の払込による支出 △3 － 

その他 17 6 

投資活動によるキャッシュ・フロー 103 19 

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） △4,927 △550 

長期借入れによる収入 20,281 15,962 

長期借入金の返済による支出 △17,197 △16,316 

社債の発行による収入 394 － 

社債の償還による支出 △1,613 △1,042 

自己株式の取得による支出 △0 △0 

配当金の支払額 △233 △228 

その他 △48 △10 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,343 △2,185 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,834 1,728 

現金及び現金同等物の期首残高 17,131 9,840 

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,296 11,568 
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 該当事項はありません。 

  

前第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。 

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24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△231百万円は、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。 

  

（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 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

(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 4,642 600 3,675 252 9,170 278 9,449 ― 9,449

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ― ― ―

計 4,642 600 3,675 252 9,170 278 9,449 ― 9,449

セグメント利益又は 
損失(△)

536 8 782 99 1,427 △40 1,386 △231 1,155

（６）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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当社は、平成24年10月25日開催の取締役会において、会社法第459条第１項の規定による定款の定め

に基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議し、下記のとおり自己株式

を取得いたしました。 

(1)自己株式取得に関する取締役会の決議内容  

①取得の理由              経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の実行のため 

②取得する株式の種類      当社普通株式  

③取得する株式の総数      6,500,000株（上限） 

④取得する株式の総額      1,170百万円（上限） 

⑤取得する期間            平成24年10月26日 

⑥取得の方法              福岡証券取引所の立会外取引（自己株式立会外買付取引） 

(2)自己株式の取得結果 

①取得した株式の総数      5,923,000株 

②取得した株式の総額      1,024百万円 

③取得日                  平成24年10月26日 

(3)主要株主の異動 

上記の自己株式の取得に伴い、オリックス株式会社は主要株主ではなくなりました。また、当社の

総株主等の議決権の数が減少したことにより、エフ・ジェイ不動産流通株式会社が主要株主となりま

した。  

  

 

（７）重要な後発事象

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 
(平成24年３月31日)

当第２四半期 
連結会計期間 

(平成24年９月30日)

（参考） 
前第２四半期 
連結会計期間 

(平成23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 21,062 21.8 22,682 23.8 18,798 20.1

  オペレーティング・リース 208 0.2 487 0.5 15 0.0

リース計 21,271 22.0 23,169 24.3 18,814 20.1

割賦販売 11,691 12.1 11,532 12.1 11,288 12.0

リース・割賦計 32,963 34.1 34,702 36.4 30,103 32.1

融資 25,543 26.4 22,893 24.0 25,192 26.9

不動産

オペレーティング・リース 37,619 38.9 37,328 39.1 38,104 40.6

その他 557 0.6 497 0.5 373 0.4

不動産計 38,177 39.5 37,826 39.6 38,478 41.0

合計 96,684 100.0 95,422 100.0 93,774 100.0
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