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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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 ％

26年3月期第3四半期 14,130 3.1 2,144 28.5 1,988 27.3 1,423 60.5
25年3月期第3四半期 13,709 0.2 1,668 △9.1 1,562 △10.5 886 16.1

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 1,688百万円 （60.0％） 25年3月期第3四半期 1,055百万円 （30.3％）

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

26年3月期第3四半期 57.78 ―
25年3月期第3四半期 30.46 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 125,543 18,858 14.8
25年3月期 123,121 17,358 13.9
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 18,628百万円 25年3月期 17,154百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 7.50 7.50
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 7.50 7.50

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 18,700 0.9 2,000 40.6 1,800 33.4 950 5.7 38.56



(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、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。また、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。なお、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３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情
報に関する説明」をご覧ください。 

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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） 26年3月期3Q 37,143,374 株 25年3月期 37,143,374 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 12,506,954 株 25年3月期 12,505,224 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 24,636,757 株 25年3月期3Q 29,118,553 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、日銀の金融緩和や政府の経済政策による円安や株

価の上昇などにより、企業収益に改善の動きが見られ、景気回復の兆しが見えてきました。また、設備

投資は企業収益が改善するなかで持ち直しております。 

当リース業界におきましても、平成25年４月～12月のリース取扱高（公益社団法人リース事業協会統

計）は、前年同期比2.1％増となりました。 

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し、積極的な

営業活動を展開してまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間における経営成績は、リース売上高の増加などにより、売上高

は14,130百万円（前年同期比3.1％増）となり、貸倒引当金繰入額の減少などにより、営業利益は2,144

百万円（前年同期比28.5％増）、経常利益は1,988百万円（前年同期比27.3％増）、四半期純利益は

1,423百万円（前年同期比60.5％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  

新規実行高は商業・サービス業用設備を中心に堅調に推移し、また、リース売上高の増加に加え、

物件売却収入が増加したことにより、売上高は8,324百万円（前年同期比19.0％増）となり、セグメ

ント利益（営業利益）は867百万円（前年同期比10.2％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29,291百万円（前期末比16.1％増）となり、割賦債権残高は10,948百万円（前期

末比1.9％増）となりました。  

  
②融資 

売上高は860百万円（前年同期比2.5％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412百万円となりました。なお、営業貸付金残高は期限前回収の発生などに

より20,207百万円（前期末比4.9％減）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4,122百万円（前年同期比17.8％減）となり、セグメント利

益（営業利益）は978百万円（前年同期比9.0％減）となりました。なお、賃貸不動産残高は36,433百

万円（前期末比2.0％減）、販売用不動産残高は3,550百万円（前期末比10.4％減）となりました。 

  
④フィービジネス 

売上高は356百万円（前年同期比0.3％増）となり、セグメント利益（営業利益）は営業費用の減少

により146百万円（前年同期比13.9％増）となりました。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明
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当第３四半期連結会計期間末の資産合計は125,543百万円（前期末比2.0％増）と前連結会計年度末に

比べ2,421百万円の増加となりました。これは主にリース債権及びリース投資資産の増加 4,069百万

円、営業貸付金の減少1,047百万円、社用資産の減少1,037百万円などであります。 

負債合計は106,684百万円（前期末比0.9％増）と前連結会計年度末に比べ921百万円の増加となりま

した。これは主に支払手形及び買掛金の増加760百万円などであります。 

純資産合計は18,858百万円（前期末比8.6％増）と前連結会計年度末に比べ1,500百万円増加いたしま

した。これは主に利益剰余金の増加1,238百万円、その他有価証券評価差額金の増加244百万円などであ

ります。 

  

第３四半期連結累計期間までの業績は、当初予想を上回っているものの、業績の下振れ懸念等もある

ため、通期の連結業績につきましては、平成25年5月10日発表の業績予想から変更はありません。 

  

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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(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
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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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,065 16,437 

割賦債権 10,743 10,948 

リース債権及びリース投資資産 25,221 29,291 

営業貸付金 21,254 20,207 

賃貸料等未収入金 276 276 

販売用不動産 3,964 3,550 

その他 2,231 1,645 

貸倒引当金 △1,192 △1,267 

流動資産合計 77,563 81,090 

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産   

賃貸不動産（純額） 37,181 36,433 

その他（純額） 583 629 

賃貸資産合計 37,764 37,062 

社用資産 2,049 1,012 

有形固定資産合計 39,814 38,075 

無形固定資産 185 167 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,667 4,668 

その他 1,901 1,553 

貸倒引当金 △11 △11 

投資その他の資産合計 5,558 6,210 

固定資産合計 45,558 44,452 

資産合計 123,121 125,543 
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,074 1,834 

短期借入金 40,727 38,125 

1年内償還予定の社債 1,885 5,067 

未払法人税等 102 115 

引当金 120 68 

その他 2,483 2,202 

流動負債合計 46,392 47,414 

固定負債   

社債 6,808 4,362 

長期借入金 46,633 46,801 

引当金 283 304 

その他 5,645 7,801 

固定負債合計 59,370 59,270 

負債合計 105,763 106,684 

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 16,426 17,664 

自己株式 △3,511 △3,511 

株主資本合計 16,671 17,909 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 487 731 

繰延ヘッジ損益 △3 △12 

その他の包括利益累計額合計 483 719 

少数株主持分 203 230 

純資産合計 17,358 18,858 

負債純資産合計 123,121 125,543 
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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３四半期連結累計期間 

 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 13,709 14,130 

売上原価 9,876 10,378 

売上総利益 3,833 3,752 

販売費及び一般管理費 2,164 1,607 

営業利益 1,668 2,144 

営業外収益   

受取利息 72 16 

受取配当金 35 39 

その他 40 61 

営業外収益合計 149 118 

営業外費用   

支払利息 166 159 

支払手数料 29 81 

その他 58 33 

営業外費用合計 255 274 

経常利益 1,562 1,988 

特別利益   

事業譲渡益 － 248 

賃貸不動産売却益 － 37 

特別利益合計 － 286 

特別損失   

災害による損失 25 － 

関係会社株式売却損 1 － 

特別損失合計 27 － 

税金等調整前四半期純利益 1,535 2,275 

法人税、住民税及び事業税 165 183 

法人税等調整額 476 638 

法人税等合計 642 821 

少数株主損益調整前四半期純利益 892 1,453 

少数株主利益 6 29 

四半期純利益 886 1,423 
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 892 1,453 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 154 244 

繰延ヘッジ損益 7 △9 

その他の包括利益合計 162 235 

四半期包括利益 1,055 1,688 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,049 1,658 

少数株主に係る四半期包括利益 6 29 
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31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△314百万円は、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３四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31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、売電事

業、物品販売等を含んでおります。なお、平成25年11月においてゴルフ場事業を譲渡いたしました。 

２  セグメント利益調整額△237百万円は、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。 

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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

6,996 881 5,017 355 13,251 458 13,709 ― 13,709

  セグメント間の
  内部売上高又は
  振替高

― ― ― ― ― ― ― ― ―

計 6,996 881 5,017 355 13,251 458 13,709 ― 13,709

セグメント利益
又は損失（△）

786 0 1,075 128 1,991 △8 1,983 △314 1,668
 

            (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

8,324 860 4,122 356 13,663 466 14,130 ― 14,130

  セグメント間の
  内部売上高又は
  振替高

― ― ― ― ― ― ― ― ―

計 8,324 860 4,122 356 13,663 466 14,130 ― 14,130

セグメント利益
又は損失（△）

867 412 978 146 2,405 △22 2,382 △237 2,144
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 （自己株式の消却） 

当社は、平成26年２月７日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の

消却を行うことを決議いたしました。 

１．消却の理由 

当社は、発行株式数の減少を通じて株主利益の増大を図るために消却を実施するものであり

ます。 

２．消却の内容 

 （１）消却の方法 

     その他資本剰余金及びその他利益剰余金から減額 

 （２）消却する株式の種類 

    普通株式 

 （３）消却する株式の総数 

    9,000,000株 

    （消却前発行済株式総数に対する割合 24.23％） 

 （４）消却日 

    平成26年２月28日 

 （５）消却後の発行済株式総数 

    28,143,374株 

  
  
  

（重要な後発事象）
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４．補足情報

   営業資産残高

セグメントの名称

前連結会計年度末
（平成25年３月31日）

当第３四半期
連結会計期間末

（平成25年12月31日）

（参考）
前第３四半期
連結会計期間末

（平成24年12月31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 25,221 26.4 29,291 29.8 24,918 25.4

  オペレーティング・リース 583 0.6 629 0.7 523 0.5

リース計 25,805 27.0 29,920 30.5 25,441 25.9

割賦販売 10,743 11.3 10,948 11.2 12,091 12.3

リース・割賦計 36,548 38.3 40,869 41.7 37,532 38.2

融資 21,254 22.2 20,207 20.6 22,949 23.4

不動産            

オペレーティング・リース 37,181 38.9 36,433 37.2 37,336 38.1

その他 585 0.6 519 0.5 311 0.3

不動産計 37,766 39.5 36,952 37.7 37,648 38.4

合計 95,569 100.0 98,029 100.0 98,130 100.0
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