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1. 平成28年3月期第3四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年3月期第3四半期 13,966 △4.3 2,333 △8.7 2,282 △7.0 1,448 △14.2
27年3月期第3四半期 14,588 3.2 2,556 19.2 2,455 23.5 1,687 18.6

（注）包括利益 28年3月期第3四半期 2,040百万円 （△11.9％） 27年3月期第3四半期 2,316百万円 （37.2％）

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

28年3月期第3四半期 64.52 ―
27年3月期第3四半期 68.66 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

28年3月期第3四半期 122,901 21,316 17.3
27年3月期 124,057 19,712 15.7
（参考）自己資本 28年3月期第3四半期 21,285百万円 27年3月期 19,445百万円

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

27年3月期 ― 0.00 ― 7.50 7.50
28年3月期 ― 0.00 ―
28年3月期（予想） 7.50 7.50

3. 平成28年 3月期の連結業績予想（平成27年 4月 1日～平成28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 親会社株主に帰属する
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 20,000 3.9 2,900 1.1 2,800 0.6 1,600 14.8 71.28



(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） 

（注）自己株式については、「役員株式給付信託（BBT）」及び「従業員株式給付信託（J-ESOP）」制度に係る信託財産として、資産管理サービス信託銀行
株式会社（信託Ｅ口）が所有している当社株式を含めて記載しております。 

※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 ： 有
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） 28年3月期3Q 25,952,374 株 27年3月期 25,952,374 株
② 期末自己株式数 28年3月期3Q 3,482,114 株 27年3月期 3,507,214 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期3Q 22,452,852 株 27年3月期3Q 24,579,387 株
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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 
当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策などにより企業収益が改善す

る一方で、中国経済の減速など景気の下振れリスクが存在しており、景気の先行きは不透明な状況

となってきております。 

 当リース業界におきましては、平成27年4月～12月累計のリース取扱高（公益社団法人リース事

業協会）は、前年同期比10.3％増となっております。 

 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、新た

に大型車両、航空機、建設・土木機械等の換価性の高い物件を専門に取り扱う「輸送機営業部」を

設置するなど、リース資産の拡充に注力した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、新規取扱高の伸長によりリース・割

賦事業収入は増加し、また、融資事業収入、フィービジネス事業収入もそれぞれ増加いたしまし

た。一方、不動産売却収入の反動減により、売上高は13,966百万円（前年同期比4.3％減）、営業

利益は2,333百万円（前年同期比8.7％減）、経常利益は2,282百万円（前年同期比7.0％減）となり

ました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は、賃貸不動産の建て替えに伴う減損損失の計

上などにより1,448百万円（前年同期比14.2％減）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 

新規実行高が商業・サービス業用設備を中心に堅調に推移したことにより、営業資産残高も増

加し、売上高は8,897百万円（前年同期比15.5％増）となり、セグメント利益（営業利益）は942

百万円（前年同期比11.1％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

35,893百万円（前期末比10.5％増）となり、割賦債権残高は12,484百万円（前期末比4.7％増）と

なりました。 

  

②融資 

売上高は746百万円（前年同期比0.4％増）となりましたが、貸倒引当金繰入額の増加により、

セグメント利益（営業利益）は311百万円(前年同期比34.3％減)となりました。なお、営業貸付金

残高は18,930百万円（前期末比6.1％減）となりました。 

  

③不動産 

前年同期に大口の不動産売却収入が計上されていた反動減により、売上高は3,676百万円（前年

同期比29.5％減）となり、セグメント利益（営業利益）は1,116百万円（前年同期比13.3％減）と

なりました。なお、賃貸不動産残高は33,153百万円（前期末比7.1％減）、販売用不動産残高は

2,320百万円（前期末比35.7％増）となりました。 

  

④フィービジネス 

保険代理店収入や自動車リース紹介手数料収入の増加などにより、売上高は355百万円（前年同

期比4.5％増）となり、セグメント利益（営業利益）は165百万円（前年同期比18.6％増）となり

ました。 
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（２）財政状態に関する説明 
当第３四半期連結会計期間末の資産合計は122,901百万円（前期末比0.9％減）と前連結会計年度

末に比べ1,156百万円の減少となりました。これは主に現金及び預金の減少756百万円、リース債権

及びリース投資資産の増加3,409百万円、営業貸付金の減少1,229百万円、賃貸不動産の減少2,522

百万円などであります。 

 負債合計は101,585百万円（前期末比2.6％減）と前連結会計年度末に比べ2,759百万円の減少と

なりました。これは主に借入金の減少3,384百万円などであります。 

  純資産合計は21,316百万円（前期末比8.1％増）と前連結会計年度末に比べ1,603百万円増加いた

しました。これは主に利益剰余金の増加1,271百万円、その他有価証券評価差額金の増加561百万円

などであります。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 
平成28年３月期連結業績予想につきましては、平成27年５月13日発表の業績予想から変更はあり

ません。 
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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 
該当事項はありません。 

  
（２）四半期連結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。 

  
（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 
（会計方針の変更） 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会

計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月

13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第

７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を、第１四半期連結会計期

間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余

金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に

変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、

暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計

期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示

の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更

を反映させるため、前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務

諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。 

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第

44－５項（４）及び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従ってお

り、第１四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。 

なお、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微でありま

す。 
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（４）追加情報 
 （従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引） 

当社は、取締役及び監査役(社外取締役及び社外監査役を除く)に対する業績連動型株式報酬制

度「役員株式給付信託(BBT)」及び一定の要件を満たした従業員に当社株式を給付するインセン

ティブプラン「従業員株式給付信託(J-ESOP)」を導入しております(以下、合わせて「本信託」

という。)。 

本信託が所有する当社株式は、四半期連結貸借対照表の純資産の部において自己株式として表

示しており、当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末において337百万円、

1,197,000株、当第３四半期連結会計期間末において382百万円、1,291,900株であります。 

  

 （役員退職慰労金制度の廃止） 

当社は平成27年５月13日開催の取締役会において、平成27年６月26日開催の第41回定時株主総

会終結の時をもって従来の役員退職慰労金制度を廃止することを決議し、同株主総会で役員に対

する退職慰労金の打ち切り支給について承認可決されました。 

これに伴い、第１四半期連結会計期間において、当社の「役員退職慰労引当金」の全額を取崩

し、当第３四半期連結会計期間において、打ち切り支給額の未払分55百万円を固定負債の「その

他」に含めて表示しております。 
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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27年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成27年12月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 8,018 7,262 

    割賦債権 11,923 12,484 

    リース債権及びリース投資資産 32,484 35,893 

    営業貸付金 20,160 18,930 

    賃貸料等未収入金 279 195 

    販売用不動産 1,710 2,320 

    その他 1,343 824 

    貸倒引当金 △1,114 △500 

    流動資産合計 74,804 77,411 

  固定資産     

    有形固定資産     

      賃貸資産     

        賃貸不動産（純額） 35,676 33,153 

        その他（純額） 5,455 5,162 

        賃貸資産合計 41,131 38,315 

      社用資産 1,595 1,507 

      有形固定資産合計 42,726 39,823 

    無形固定資産 162 149 

    投資その他の資産     

      投資有価証券 4,887 4,586 

      その他 1,488 942 

      貸倒引当金 △11 △11 

      投資その他の資産合計 6,364 5,517 

    固定資産合計 49,253 45,490 

  資産合計 124,057 122,901 
 

㈱九州リースサービス　（8596）　平成28年３月期　第３四半期決算短信

－　6　－



  

  

 

                      (単位：百万円) 

                    
前連結会計年度 
(平成27年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成27年12月31日) 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 1,561 2,187 

    短期借入金 34,954 31,456 

    1年内償還予定の社債 992 976 

    未払法人税等 644 153 

    引当金 123 59 

    その他 2,912 3,430 

    流動負債合計 41,188 38,262 

  固定負債     

    社債 4,208 3,342 

    長期借入金 50,197 50,311 

    引当金 95 13 

    退職給付に係る負債 389 380 

    資産除去債務 145 167 

    その他 8,121 9,107 

    固定負債合計 63,156 63,322 

  負債合計 104,345 101,585 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 2,933 2,933 

    資本剰余金 819 835 

    利益剰余金 15,442 16,713 

    自己株式 △1,068 △1,075 

    株主資本合計 18,126 19,406 

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 1,334 1,896 

    繰延ヘッジ損益 △15 △17 

    その他の包括利益累計額合計 1,319 1,879 

  非支配株主持分 266 30 

  純資産合計 19,712 21,316 

負債純資産合計 124,057 122,901 
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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26年４月１日 
 至 平成26年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年12月31日) 

売上高 14,588 13,966 

売上原価 10,494 9,939 

売上総利益 4,093 4,026 

販売費及び一般管理費 1,537 1,693 

営業利益 2,556 2,333 

営業外収益     

  受取利息 16 1 

  受取配当金 40 44 

  その他 13 27 

  営業外収益合計 71 73 

営業外費用     

  支払利息 128 108 

  支払手数料 26 0 

  その他 16 15 

  営業外費用合計 171 124 

経常利益 2,455 2,282 

特別利益     

  賃貸不動産売却益 26 119 

  特別利益合計 26 119 

特別損失     

  減損損失 － 210 

  関係会社株式売却損 － 157 

  投資有価証券評価損 4 － 

  過年度退職給付費用 134 － 

  特別損失合計 139 367 

税金等調整前四半期純利益 2,342 2,033 

法人税、住民税及び事業税 548 500 

法人税等調整額 77 52 

法人税等合計 626 553 

四半期純利益 1,716 1,480 

非支配株主に帰属する四半期純利益 28 31 

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,687 1,448 
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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26年４月１日 
 至 平成26年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年12月31日) 

四半期純利益 1,716 1,480 

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 602 561 

  繰延ヘッジ損益 △2 △1 

  その他の包括利益合計 599 559 

四半期包括利益 2,316 2,040 

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 2,287 2,008 

  非支配株主に係る四半期包括利益 28 31 
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（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） 

 該当事項はありません。 

  
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

 該当事項はありません。 

  
（セグメント情報等） 

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成26年４月１日  至  平成26年12月31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、売電事業、物品
販売等を含んでおります。 

２. セグメント利益調整額△216百万円は、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。 

  
Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成27年４月１日  至  平成27年12月31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、売電事業、物品
販売等を含んでおります。 

２. セグメント利益調整額△256百万円は、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。 
  

 

            (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 7,700 743 5,218 340 14,002 585 14,588 ― 14,588

  セグメント間の 
  内部売上高又は 
  振替高 

― ― ― ― ― ― ― ― ―

計 7,700 743 5,218 340 14,002 585 14,588 ― 14,588

セグメント利益 847 473 1,286 139 2,747 25 2,772 △216 2,556
 

            (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 8,897 746 3,676 355 13,677 289 13,966 ― 13,966

  セグメント間の 
  内部売上高又は 
  振替高 

― ― ― ― ― ― ― ― ―

計 8,897 746 3,676 355 13,677 289 13,966 ― 13,966

セグメント利益 942 311 1,116 165 2,534 55 2,589 △256 2,333
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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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

不動産事業において、建て替えの意思決定を行った賃貸不動産について減損損失210百万円を特

別損失として計上しております。 
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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27年３月31日）

当第３四半期
連結会計期間末 

（平成27年12月31日） 

（参考）
前第３四半期 
連結会計期間末 

（平成26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 32,484 30.4 35,893 34.0 30,910 31.4

  オペレーティング・リース 5,455 5.1 5,162 4.9 700 0.7

リース計 37,939 35.5 41,055 38.9 31,611 32.1

割賦販売 11,923 11.2 12,484 11.8 10,989 11.2

リース・割賦計 49,862 46.7 53,540 50.7 42,601 43.3

融資 20,635 19.3 18,930 17.9 20,000 20.3

不動産             

オペレーティング・リース 35,676 33.4 33,153 31.4 34,939 35.5

その他 592 0.6 ― ― 841 0.9

不動産計 36,268 34.0 33,153 31.4 35,780 36.4

合計 106,766 100.0 105,624 100.0 98,382 100.0
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