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（百万円未満切捨て）

（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 ％

2023年３月期第２四半期 18,033 － 1,723 － 1,621 － 998 －

2022年３月期第２四半期 － － － － － － － －

（注）包括利益 2023年３月期第２四半期 1,134百万円（  －％） 2022年３月期第２四半期 －百万円（  －％）

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

2023年３月期第２四半期 140.76 －

2022年３月期第２四半期 － －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年３月期第２四半期 39,785 14,295 35.9

2022年３月期 29,795 13,158 44.1

（参考）自己資本 2023年３月期第２四半期 14,277百万円 2022年３月期 13,141百万円

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

2022年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2023年３月期 － 0.00

2023年３月期（予想） － 10.00 10.00

１．2023年３月期第２四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年９月30日）

（注）１．2022年３月期第２四半期においては四半期連結財務諸表を作成していないため、2022年３月期第２四半期の数
値及び対前年同四半期増減率並びに2023年３月期第２四半期の対前年同四半期増減率については記載しており
ません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は2023年３月期第
２四半期においては非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。

３．当社は、2022年７月22日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。2023年３月期の
期首に当該株式分割が行われたと仮定して「１株当たり四半期純利益」を算定しております。

（２）連結財政状態

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



（％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 37,169 25.8 4,290 30.8 3,817 35.6 2,608 △74.8 359.51

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年３月期２Ｑ 7,096,800株 2022年３月期 7,096,800株

②  期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ －株 2022年３月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 7,096,800株 2022年３月期２Ｑ －株

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）

（注）１．直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

２．当社は、2022年７月22日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。連結業績予想の

「１株当たり当期純利益」につきましては、2023年３月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定し

ております。また、公募による新株式数（350,000株）を考慮した予定期中平均株式数により算定しており、

オーバーアロットメントによる売出しに関する第三者割当増資に係る株式数（最大330,000株）は考慮してお

りません。

※  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（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

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

（注）詳細は、添付資料Ｐ．９「２．四半期連結財務諸表及び主な注記　（４）四半期連結財務諸表に関する注記

事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

（注）１．2022年３月期２Ｑにおいては四半期連結財務諸表を作成していないため、2022年３月期２Ｑの「期中平

均株式数」は記載しておりません。

２．当社は、2022年７月22日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。2022年３

月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して「期末発行済株式数」、「期中平均株式数」を記載し

ております。

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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。

（四半期決算説明会資料の入手方法について）

当社は、2022年11月10日に機関投資家・アナリスト向け説明会をオンラインで開催する予定です。

四半期決算説明会資料については、当社ウェブサイトに掲載する予定です。
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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における国内経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の防止と社会経済活動の正常化

を図るなか、ウクライナ情勢の長期化等を起因とする資源価格の高騰、急激な円安の進行等により、依然として先

行き不透明な状況が継続しております。

　当社グループの事業領域である航空・海運業界におきましても、燃料費の上昇や急激な為替相場の変動等の影響

により、企業運営を取り巻く環境は厳しさを増しております。一方で、航空業界においては、欧米を中心に移動制

限の緩和が進み、航空旅客需要は急速に回復してきております。また、海運業界においても、引き続きコロナ禍前

を上回る堅調さを維持することが想定されております。

　このような環境の中、当社グループは、新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢等の影響を引き続き注視し

ながら、投資家、パートナー、借り手（レッシー）のみなさまへ、航空機・船舶等の価値ある優良資産を対象とし

た、魅力ある商品の組成、販売を行い、「100年企業への挑戦」の経営理念のもと、みなさまの持続的な成長に貢

献できるよう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の業績は、売上高18,033百万円、営業利益1,723百万円、経常利益1,621百

万円、親会社株主に帰属する四半期純利益998百万円となりました。

　また、商品組成金額は53,675百万円、商品出資金等販売金額は35,638百万円となりました。

　なお、当社グループはオペレーティング・リース事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略

しております。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

（資産）

　当第２四半期連結会計期間末における流動資産は29,386百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,350百万円増

加いたしました。船舶案件を中心に販売が好調に推移し商品出資金が6,736百万円減少しましたが、現金及び預金

が8,261百万円、販売用航空機等が641百万円それぞれ増加したことが主な要因であります。

　固定資産は10,398百万円となり、前連結会計年度末に比べ8,638百万円増加いたしました。これは主に賃貸資産

が8,108百万円増加したことによるものであります。連結子会社において船舶を保有し、賃貸する事業を開始して

おります。

　この結果、総資産は39,785百万円となり、前連結会計年度末に比べ9,989百万円増加いたしました。

（負債）

　当第２四半期連結会計期間末における流動負債は19,436百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,957百万円増

加いたしました。これは主に、短期借入金が1,425百万円、１年内返済予定の長期借入金が502百万円、未払法人税

等が1,231百万円それぞれ増加したことによるものであります。

　固定負債は6,053百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,895百万円増加いたしました。これは主に長期借入金

が6,025百万円増加したことによるものであります。長期借入金は船舶の購入資金に充てております。

　この結果、負債合計は25,489百万円となり、前連結会計年度末に比べ8,852百万円増加いたしました。

（純資産）

　当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は14,295百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,136百万円

増加いたしました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益998百万円によるものであります。

②キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて8,261百万円増加し、16,875

百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは8,679百万円の収入超過となりました。これは主に税金等調整前四半期純

利益1,621百万円及び棚卸資産の減少額6,094百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、8,376百万円の支出超過となりました。これは主に有形固定資産の取得

による支出8,226百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、7,953百万円の収入超過となりました。短期借入金の純増加額1,425百万

円及び長期借入れによる収入6,528百万円によるものであります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　連結業績予想については、2022年10月19日の「東京証券取引所グロース市場への上場に伴う当社決算情報等のお

知らせ」で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
（2022年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（2022年９月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,614 16,875

割賦売掛金 92 －

営業未収入金 607 133

賃貸料等未収入金 15 －

リース投資資産 59 －

商品出資金 11,626 4,890

販売用航空機等 6,674 7,315

前払費用 228 147

その他 118 24

流動資産合計 28,036 29,386

固定資産

有形固定資産

賃貸資産

賃貸資産 1,117 9,226

賃貸資産合計 1,117 9,226

社用資産

建物附属設備 65 63

工具、器具及び備品 5 4

社用資産合計 71 68

有形固定資産合計 1,189 9,294

無形固定資産

のれん 361 335

ソフトウエア 2 15

無形固定資産合計 364 351

投資その他の資産

関係会社株式 111 166

関係会社出資金 15 17

繰延税金資産 － 412

その他 79 156

投資その他の資産合計 206 752

固定資産合計 1,759 10,398

資産合計 29,795 39,785

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
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（単位：百万円）

前連結会計年度
（2022年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（2022年９月30日）

負債の部

流動負債

短期借入金 15,119 16,545

１年内返済予定の長期借入金 － 502

未払金 149 553

未払費用 37 25

未払法人税等 5 1,236

契約負債 759 296

前受金 2 2

その他 404 275

流動負債合計 16,478 19,436

固定負債

長期借入金 － 6,025

資産除去債務 27 27

繰延税金負債 130 －

固定負債合計 157 6,053

負債合計 16,636 25,489

純資産の部

株主資本

資本金 100 100

資本剰余金 2,980 2,980

利益剰余金 10,363 11,365

株主資本合計 13,444 14,445

その他の包括利益累計額

繰延ヘッジ損益 △302 △167

為替換算調整勘定 △0 －

その他の包括利益累計額合計 △302 △167

新株予約権 17 17

純資産合計 13,158 14,295

負債純資産合計 29,795 39,785
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（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
（自　2022年４月１日

至　2022年９月30日）

売上高 18,033

売上原価 14,949

売上総利益 3,083

販売費及び一般管理費 1,360

営業利益 1,723

営業外収益

受取利息 0

商品出資金売却益 51

為替差益 37

その他 0

営業外収益合計 88

営業外費用

支払利息 161

支払手数料 28

その他 0

営業外費用合計 190

経常利益 1,621

税金等調整前四半期純利益 1,621

法人税、住民税及び事業税 1,236

法人税等調整額 △614

法人税等合計 622

四半期純利益 998

親会社株主に帰属する四半期純利益 998

（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）
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（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
（自　2022年４月１日

至　2022年９月30日）

四半期純利益 998

その他の包括利益

繰延ヘッジ損益 134

為替換算調整勘定 0

その他の包括利益合計 135

四半期包括利益 1,134

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,134

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
（自　2022年４月１日

至　2022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 1,621

減価償却費 121

のれん償却額 26

受取利息 △0

支払利息 161

営業債権の増減額（△は増加） 580

棚卸資産の増減額（△は増加） 6,094

契約負債の増減額（△は減少） △463

前受金の増減額（△は減少） △0

その他 628

小計 8,771

利息の受取額 0

利息の支払額 △86

法人税等の支払額 △5

法人税等の還付額 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,679

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △8,226

無形固定資産の取得による支出 △13

関係会社株式の取得による支出 △45

長期前払費用の取得による支出 △91

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,376

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） 1,425

長期借入れによる収入 6,528

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,953

現金及び現金同等物に係る換算差額 12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,268

現金及び現金同等物の期首残高 8,614

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 1

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △9

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,875

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

- 8 -

ＳＢＩリーシングサービス株式会社（5834）
2023年３月期　第２四半期決算短信



（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。

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算定

会計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２

項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用す

ることといたしました。これによる四半期連結財務諸表への影響はありません。

（追加情報）

（ロシア及びウクライナ情勢の影響）

　当社グループでは航空機・船舶等を対象としたオペレーティング・リース商品を組成・販売しておりますが、現

時点において、ロシア及びウクライナ向けの取引はなく、直接的な影響はありません。
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