
平成30年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成29年11月６日

上 場 会 社 名 東京センチュリー株式会社 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 8439 URL https://www.tokyocentury.co.jp

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 浅田 俊一

問合せ先責任者 (役職名) 常務執行役員 (氏名) 馬場 高一 (TEL) 03(5209)6710

四半期報告書提出予定日 平成29年11月６日 配当支払開始予定日 平成29年12月５日

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有

四半期決算説明会開催の有無 ：有 (機関投資家・アナリスト向け)
　

(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第２四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年９月30日）

（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 ％

30年３月期第２四半期 484,063 5.9 36,875 5.4 38,030 5.7 22,779 9.0

29年３月期第２四半期 457,011 0.3 34,978 0.7 35,977 △1.0 20,902 △6.3
(注) 包括利益 30年３月期第２四半期 24,712百万円( 388.0％) 29年３月期第２四半期 5,064百万円(△77.3％)
　

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

30年３月期第２四半期 215.75 215.12

29年３月期第２四半期 198.02 197.55
(注）平成29年３月期第４四半期連結会計期間において企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、平成

29年３月期第２四半期の四半期連結財務諸表について、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。
　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

30年３月期第２四半期 3,593,173 424,849 10.3

29年３月期 3,579,882 404,818 9.9
(参考) 自己資本 30年３月期第２四半期 370,773百万円 29年３月期 354,701百万円
　　

　

２．配当の状況

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

29年３月期 － 47.00 － 53.00 100.00

30年３月期 － 52.00

30年３月期(予想) － 53.00 105.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　
　

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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 980,000 0.4 74,000 2.8 76,000 3.4 45,000 3.1 426.31
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
　　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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
　　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 30年３月期２Ｑ 106,624,620株 29年３月期 106,624,620株

② 期末自己株式数 30年３月期２Ｑ 1,035,527株 29年３月期 1,067,233株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期２Ｑ 105,583,585株 29年３月期２Ｑ 105,556,790株
　
　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
（将来に関する記述等についてのご注意）
・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。

（四半期決算補足説明資料の入手方法）
・四半期決算補足説明資料はＴＤｎｅｔで同日開示しており、また、当社ホームページにも掲載しておりますので、
あわせてご参照ください。
なお、平成29年11月７日（火）に機関投資家・アナリスト向け決算説明会の開催を予定しております。
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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２四半期連結累計期間の事業の成果は次のとおりであります。

契約実行高は賃貸・割賦事業の減少等により前年同期比616億41百万円（8.6％）減の6,514億34百万円となりま

した。

業績については、CSI Leasing,Inc.の業績が伸長していること及び前第１四半期連結会計期間末にCSI

Leasing,Inc.を連結子会社化したこと等により、売上高は前年同期比270億51百万円（5.9％）増の4,840億63百万

円、営業利益は同18億97百万円（5.4％）増の368億75百万円、経常利益は同20億53百万円（5.7％）増の380億30百

万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は同18億76百万円（9.0％）増の227億79百万円となりました。セグメン

ト利益については、賃貸・割賦事業はCSI Leasing,Inc.の業績に加え、航空機リースの業績拡大等により、前年同

期比22億48百万円（8.1％）増の301億41百万円、ファイナンス事業は営業投資有価証券の売却収入の減少等により

同６億37百万円（9.2％）減の62億65百万円、その他の事業は太陽光発電による売電収益の増加等により同２億13

百万円（5.2％）増の42億91百万円となりました。

なお、前第４四半期連結会計期間において企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前第２四半期

連結累計期間の四半期連結財務諸表については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

（２）財政状態に関する説明

　 （資産、負債及び純資産の状況）

① 資産

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前期末比132億91百万円（0.4％）増の３兆5,931億73百万円とな

りました。

○営業資産

当第２四半期連結会計期間末の営業資産残高は、契約実行高の減少に加え、海外子会社の残高が円高によ

る影響を受ける等により前期末比290億３百万円（0.9％）減の３兆1,869億91百万円となりました。

セグメント別残高については、賃貸・割賦事業が前期末比415億87百万円（1.7％）減の２兆3,976億19百

万円、ファイナンス事業が同36百万円（0.0％）増の7,500億１百万円、その他の事業が同125億46百万円

（46.8％）増の393億70百万円であります。

② 負債

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前期末比67億39百万円（0.2％）減の３兆1,683億24百万円とな

りました。

○有利子負債

有利子負債は、前期末比135億86百万円（0.5％）増の２兆7,466億30百万円となりました。

有利子負債の内訳でみると、短期調達においては、主にコマーシャル・ペーパーによる調達が増加したこ

と等から、前期末比391億45百万円（3.0％）増の１兆3,307億86百万円となりました。長期調達においては、

長期借入金が減少したこと等から、前期末比255億58百万円（1.8％）減の１兆4,158億43百万円となりまし

た。

③ 純資産

純資産は前期末比200億30百万円（4.9％）増の4,248億49百万円となりました。主な要因は、為替換算調整勘

定が44億10百万円減少したものの、利益剰余金が171億84百万円増加したことであります。

　この結果、自己資本比率は前期末比0.4ポイント上昇し10.3％となりました。
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（キャッシュ・フローの状況）

（単位：百万円）

前第２四半期

連結累計期間

当第２四半期

連結累計期間
増減額

営業活動キャッシュ・フロー △9,523 34,825 44,348

投資活動キャッシュ・フロー △21,582 △21,021 561

財務活動キャッシュ・フロー 33,950 8,767 △25,182

現金・現金同等物四半期末残高 89,907 107,808 17,901

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動では、賃貸資産の取得による支出が823億５百万円、仕入債務の減少による支出が341億78百万円と

なったこと等に対し、税金等調整前四半期純利益が382億33百万円、リース債権及びリース投資資産の減少によ

る収入が556億92百万円、賃貸資産減価償却費が546億１百万円となったこと等により、348億25百万円の収入

（前年同期は95億23百万円の支出）となりました。

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動では、投資有価証券の売却及び償還による収入が４億99百万円となったこと等に対し、投資有価証

券の取得による支出が122億79百万円、事業譲受による支出が69億55百万円となったこと等により、210億21百

万円の支出（前年同期は215億82百万円の支出）となりました。

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動では、長期借入金による純支出が193億82百万円、債権流動化の返済による支出が215億80百万円と

なったこと等に対し、コマーシャル・ペーパーによる純収入が489億円となったこと等により、87億67百万円の

収入（前年同期は339億50百万円の収入）となりました。

これらにより、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期末比179億１百万円

（19.9％）増の1,078億８百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　 平成29年５月12日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（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29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 83,565 105,551

割賦債権 216,466 213,441

リース債権及びリース投資資産 1,600,637 1,542,213

営業貸付債権 539,058 527,919

営業投資有価証券 209,712 221,054

賃貸料等未収入金 27,525 26,115

有価証券 4,052 3,650

商品及び製品 1,796 1,325

繰延税金資産 7,074 7,650

その他の流動資産 81,016 85,635

貸倒引当金 △4,104 △3,838

流動資産合計 2,766,802 2,730,719

固定資産

有形固定資産

賃貸資産 636,820 657,478

賃貸資産前渡金 4,561 2,673

その他の営業資産 26,823 39,370

社用資産 13,419 15,641

有形固定資産合計 681,624 715,163

無形固定資産

賃貸資産 258 208

のれん 13,612 15,445

その他の無形固定資産 6,806 6,436

無形固定資産合計 20,676 22,091

投資その他の資産

投資有価証券 69,592 83,366

破産更生債権等 1,625 1,516

繰延税金資産 6,124 5,035

その他の投資 34,318 36,142

貸倒引当金 △1,072 △1,124

投資その他の資産合計 110,588 124,935

固定資産合計 812,890 862,191

繰延資産 189 263

資産合計 3,579,882 3,593,173
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 215,570 181,110

短期借入金 416,341 423,186

1年内償還予定の社債 68,242 77,945

1年内返済予定の長期借入金 350,210 350,979

コマーシャル・ペーパー 800,700 849,600

債権流動化に伴う支払債務 59,100 38,500

1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払
債務

1,963 1,705

未払法人税等 10,730 10,528

繰延税金負債 2,138 1,058

割賦未実現利益 14,975 15,722

賞与引当金 2,719 3,383

役員賞与引当金 185 108

その他の引当金 503 540

その他の流動負債 70,858 79,245

流動負債合計 2,014,241 2,033,614

固定負債

社債 163,772 152,714

長期借入金 868,640 848,649

債権流動化に伴う長期支払債務 4,072 3,350

繰延税金負債 18,065 18,977

役員退職慰労引当金 236 229

メンテナンス引当金 957 967

退職給付に係る負債 9,540 9,711

その他の固定負債 95,537 100,111

固定負債合計 1,160,822 1,134,710

負債合計 3,175,063 3,168,324

純資産の部

株主資本

資本金 34,231 34,231

資本剰余金 7,821 8,139

利益剰余金 299,671 316,856

自己株式 △2,757 △2,677

株主資本合計 338,966 356,548

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 15,830 18,947

繰延ヘッジ損益 473 114

為替換算調整勘定 564 △3,846

退職給付に係る調整累計額 △1,133 △991

その他の包括利益累計額合計 15,734 14,224

新株予約権 943 1,196

非支配株主持分 49,174 52,879

純資産合計 404,818 424,849

負債純資産合計 3,579,882 3,593,173
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 457,011 484,063

売上原価 383,974 404,463

売上総利益 73,037 79,600

販売費及び一般管理費 38,059 42,724

営業利益 34,978 36,875

営業外収益

受取利息 66 56

受取配当金 393 473

持分法による投資利益 500 532

為替差益 － 28

金融派生商品収益 1,252 －

受取賃貸料 143 143

その他の営業外収益 320 201

営業外収益合計 2,677 1,435

営業外費用

支払利息 122 132

為替差損 1,356 －

金融派生商品費用 － 19

賃貸収入原価 79 73

その他の営業外費用 119 54

営業外費用合計 1,678 280

経常利益 35,977 38,030

特別利益

投資有価証券売却益 34 306

その他 121 131

特別利益合計 155 438

特別損失

段階取得に係る差損 － 138

固定資産処分損 38 48

社名変更費用 94 －

その他 271 48

特別損失合計 404 235

税金等調整前四半期純利益 35,728 38,233

法人税等 11,374 12,078

四半期純利益 24,354 26,155

非支配株主に帰属する四半期純利益 3,451 3,376

親会社株主に帰属する四半期純利益 20,902 22,779
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 24,354 26,155

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,066 3,159

繰延ヘッジ損益 301 △356

為替換算調整勘定 △14,423 △3,604

退職給付に係る調整額 126 167

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,228 △809

その他の包括利益合計 △19,289 △1,442

四半期包括利益 5,064 24,712

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,481 21,269

非支配株主に係る四半期包括利益 1,583 3,443
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29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 35,728 38,233

賃貸資産減価償却費 44,972 54,601

賃貸資産除却損及び売却原価 8,063 12,838

その他の営業資産減価償却費及び売却原価 742 842

社用資産減価償却費及び除売却損 1,678 1,889

のれん償却額 371 517

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 202 4

為替差損益（△は益） 1,356 △28

貸倒引当金の増減額（△は減少） △624 △195

賞与引当金の増減額（△は減少） 401 563

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 201 189

受取利息及び受取配当金 △459 △529

資金原価及び支払利息 7,884 10,665

持分法による投資損益（△は益） △500 △532

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △34 △306

割賦債権の増減額（△は増加） 10,381 4,507

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は
増加）

9,509 55,692

営業貸付債権の増減額（△は増加） △20,770 8,316

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 4,600 △11,642

賃貸資産の取得による支出 △73,305 △82,305

その他の営業資産の取得による支出 △5,314 △10,958

破産更生債権等の増減額（△は増加） 330 91

仕入債務の増減額（△は減少） △16,212 △34,178

その他 △1,037 8,449

小計 8,165 56,725

利息及び配当金の受取額 788 1,062

利息の支払額 △7,842 △10,570

法人税等の支払額 △10,634 △12,391

営業活動によるキャッシュ・フロー △9,523 34,825

投資活動によるキャッシュ・フロー

社用資産の売却による収入 235 125

社用資産の取得による支出 △973 △2,333

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,467 499

投資有価証券の取得による支出 △5,157 △12,279

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△15,109 △436

事業譲受による支出 - △6,955

その他 △2,045 357

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,582 △21,021
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(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29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） △36,887 7,383

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減
少）

2,300 48,900

長期借入れによる収入 217,181 178,386

長期借入金の返済による支出 △173,136 △197,768

債権流動化の返済による支出 △9,747 △21,580

社債の発行による収入 68,521 51,602

社債の償還による支出 △29,500 △53,030

非支配株主からの払込みによる収入 1,668 2,261

配当金の支払額 △4,749 △5,594

非支配株主への配当金の支払額 △920 △1,445

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

△751 △312

自己株式の売却による収入 0 0

自己株式の取得による支出 △1 △3

その他 △27 △30

財務活動によるキャッシュ・フロー 33,950 8,767

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,699 △570

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,854 22,001

現金及び現金同等物の期首残高 91,762 85,730

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 - 77

現金及び現金同等物の期末残高 89,907 107,808
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（４）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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

　 (税金費用の計算）

　当連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調

　整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30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

　（単位：百万円）

　 賃貸・割賦事業
ファイナンス

事業
その他の事業 合計

売上高

外部顧客への売上高 431,037 12,253 13,720 457,011

セグメント間の
内部売上高又は振替高 － － 608 608

計 431,037 12,253 14,329 457,620

セグメント利益 27,892 6,903 4,078 38,874

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項)

（単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 38,874

セグメント間取引消去 △608

全社費用（注） △3,287

四半期連結損益計算書の営業利益 34,978

(注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．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

前第２四半期連結累計期間のセグメント情報については、「注記事項（企業結合等関係）」に記載の暫

定的な会計処理の確定の内容を反映させております。
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30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

　（単位：百万円）

　 賃貸・割賦事業
ファイナンス

事業
その他の事業 合計

売上高

外部顧客への売上高 459,257 12,236 12,569 484,063

セグメント間の
内部売上高又は振替高 － － 852 852

計 459,257 12,236 13,421 484,915

セグメント利益 30,141 6,265 4,291 40,698

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項)

（単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 40,698

セグメント間取引消去 △852

全社費用（注） △2,970

四半期連結損益計算書の営業利益 36,875

(注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．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。
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（企業結合等関係）

　比較情報における取得原価の当初配分額の見直し

平成28年６月９日に行われたCSI Leasing,Inc.との企業結合について前第１四半期連結会計期間末において暫定

的な会計処理を行っておりましたが、前第４四半期連結会計期間に確定しております。

この暫定的な会計処理の確定に伴い、当第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に含まれる比較情報にお

いて取得原価の当初配分額の見直しが反映されており、主として無形固定資産に配分された結果、のれんの金額は

減少しております。

このため、前第２四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書は、主として無形固定資産の減価償却費が増加し、

のれんの償却額が減少したことにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ31百万円減

少し、四半期純利益及び親会社株主に帰属する四半期純利益がそれぞれ８百万円減少しております。

（重要な後発事象）

当社は平成29年10月18日付で第19回・第20回・第21回無担保社債（社債間限定同順位特約付）を発行いたしました。

その概要は次のとおりであります。

第19回債 第20回債 第21回債

発行総額 金10,000百万円 金10,000百万円 金10,000百万円

発行価格 各社債の金額100円につき金100円

利 率 年0.08% 年0.19% 年0.29%

償還金額 各社債の金額100円につき金100円

償還期限 平成32年10月16日(３年債) 平成34年10月18日(５年債) 平成36年10月18日(７年債)

償還方法 満期一括償還

払込期日 平成29年10月18日

担 保
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はあ
りません。

資金の使途 短期社債の償還資金
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３．補足情報

（１）営業取引の状況

　

① 契約実行高(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

(単位：百万円)

セグメントの名称
当第２四半期連結累計期間

金額 前年同期比(％)

賃貸・割賦事業

ファイナンス・リース 241,142 85.3

オペレーティング・リース 82,305 112.3

賃貸取引計 323,447 90.9

割賦取引 39,473 84.6

賃貸・割賦事業計 362,921 90.1

ファイナンス事業 277,554 90.9

その他の事業 10,958 206.2

合計 651,434 91.4

(注）割賦取引については、割賦債権から割賦未実現利益を控除した額を表示しております。

　

② 営業資産残高(平成29年９月30日)

(単位：百万円)

セグメントの名称
前連結会計年度 当第２四半期連結会計期間

金額 構成比(％) 金額 構成比(％)

賃貸・割賦事業

ファイナンス・リース 1,600,637 49.8 1,542,213 48.5

オペレーティング・リース 637,078 19.8 657,686 20.6

賃貸取引計 2,237,715 69.6 2,199,900 69.1

割賦取引 201,490 6.3 197,718 6.2

賃貸・割賦事業計 2,439,206 75.9 2,397,619 75.3

ファイナンス事業 749,965 23.3 750,001 23.5

その他の事業 26,823 0.8 39,370 1.2

合計 3,215,995 100.0 3,186,991 100.0

(注）割賦取引については、割賦債権から割賦未実現利益を控除した額を表示しております。

　

(ご参考)

(単位：百万円)

　 前連結会計年度 当第２四半期連結会計期間

営業保証額 42,594 48,833
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