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

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
24年3月期第3四半期 13,686 △6.7 1,836 97.9 1,746 132.1 763 34.0

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 1,055百万円 （30.3％） 24年3月期第3四半期 810百万円 （52.2％）

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

25年3月期第3四半期 30.46 ―
24年3月期第3四半期 24.50 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 121,032 16,975 13.9
24年3月期 121,785 16,997 13.9
（参考） 自己資本  25年3月期第3四半期  16,773百万円 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  
平成24年10月に実施した自己株式の取得に伴い、期中平均株式数を見直し、１株当たり当期純利益予想は変更しております。 

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 26.44



(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、Ｐ．３「２．サマリー情報（注記情報）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3Q 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3Q 12,504,924 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3Q 29,118,553 株 24年3月期3Q 31,162,070 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、欧州債務問題や長期化する円高の影響など不透明

な状況が続いておりましたが、政権交代による景気対策への期待感から、為替相場は円高から円安基調

へ、また、株式市況の持ち直しなど、景気回復に向けた明るい兆しが見られるようになりました。 

  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

13,709百万円（前年同期比0.2％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

1,668百万円（前年同期比9.1％減）、経常利益は1,562百万円（前年同期比10.5％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886百万円（前年同期比16.1％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 

商業・サービス業用機器やメガソーラー設備の取扱い増加などにより、売上高は6,996百万円（前年

同期比1.4％増）となり、セグメント利益（営業利益）は786百万円（前年同期比1.2％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24,918百万円（前期末比18.3％増）となり、割賦債権

残高は12,091百万円（前期末比3.4％増）となりました。 

  

②融資 

営業貸付金残高減少に伴い、売上高は881百万円（前年同期比1.4％減）となり、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0百万円（前年同期比99.9％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22,949百万円（前期末比10.2％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などにより、売上高は5,017百万

円（前年同期比2.2％増）、セグメント利益（営業利益）は1,075百万円（前年同期比22.3％増）となり

ました。なお、賃貸不動産残高は37,336百万円（前期末比0.8％減）、販売用不動産残高は4,717百万円

（前期末比19.5％減）となりました。 

  

④フィービジネス 

売上高は355百万円（前年同期比3.1％増）となりましたが、営業費用の増加によりセグメント利益

（営業利益）は128百万円（前年同期比1.0％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３四半期連結会計期間末の資産合計は121,032百万円（前期末比0.6％減）と前連結会計年度末に

比べ753百万円の減少となりました。これは主に営業貸付金の減少2,593百万円、販売用不動産の減少

1,144百万円、現金及び預金の減少816百万円、リース債権及びリース投資資産の増加3,855百万円など

であります。 

  負債合計は104,056百万円（前期末比0.7％減）と前連結会計年度末に比べ731百万円の減少となりま

した。これは主に借入金の減少3,356百万円、社債の増加1,336百万円、支払手形及び買掛金の増加589

百万円、未払法人税等の増加122百万円などであります。 

  純資産合計は16,975百万円（前期末比0.1％減）と前連結会計年度末に比べ22百万円減少いたしまし

た。これは主に自己株式の取得による減少1,024百万円、利益剰余金の増加657百万円、少数株主持分の

増加182百万円などであります。 

  

当第３四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。 

  

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３四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,880 9,064 

割賦債権 11,691 12,091 

リース債権及びリース投資資産 21,062 24,918 

営業貸付金 25,543 22,949 

賃貸料等未収入金 287 278 

販売用不動産 5,862 4,717 

その他 2,440 2,169 

貸倒引当金 △833 △985 

流動資産合計 75,935 75,202 

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産   

賃貸不動産（純額） 37,619 37,336 

その他（純額） 208 523 

賃貸資産合計 37,828 37,859 

社用資産 1,313 1,371 

有形固定資産合計 39,142 39,231 

無形固定資産 320 201 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,754 3,901 

その他 2,645 2,507 

貸倒引当金 △11 △11 

投資その他の資産合計 6,387 6,397 

固定資産合計 45,850 45,829 

資産合計 121,785 121,032 
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 921 1,510 

短期借入金 40,645 40,062 

1年内償還予定の社債 2,585 2,685 

未払法人税等 25 148 

引当金 121 68 

その他 2,075 2,324 

流動負債合計 46,374 46,799 

固定負債   

社債 5,693 6,929 

長期借入金 47,115 44,341 

引当金 353 274 

その他 5,252 5,712 

固定負債合計 58,413 57,257 

負債合計 104,787 104,056 

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 16,414 

自己株式 △2,486 △3,511 

株主資本合計 17,026 16,659 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △35 119 

繰延ヘッジ損益 △12 △4 

その他の包括利益累計額合計 △48 114 

少数株主持分 19 202 

純資産合計 16,997 16,975 

負債純資産合計 121,785 121,032 
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

売上高 13,686 13,709 

売上原価 10,033 9,876 

売上総利益 3,652 3,833 

販売費及び一般管理費 1,816 2,164 

営業利益 1,836 1,668 

営業外収益   

受取利息 71 72 

受取配当金 33 35 

その他 66 40 

営業外収益合計 171 149 

営業外費用   

支払利息 208 166 

その他 52 88 

営業外費用合計 261 255 

経常利益 1,746 1,562 

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 － 25 

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 27 

税金等調整前四半期純利益 1,732 1,535 

法人税、住民税及び事業税 52 165 

法人税等調整額 914 476 

法人税等合計 967 642 

少数株主損益調整前四半期純利益 764 892 

少数株主利益 1 6 

四半期純利益 763 886 
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 764 892 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 25 154 

繰延ヘッジ損益 20 7 

その他の包括利益合計 45 162 

四半期包括利益 810 1,055 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 808 1,049 

少数株主に係る四半期包括利益 1 6 
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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23年４月１日  至  平成23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△397百万円は、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。 

  

当社は、当第３四半期連結累計期間において、平成24年10月25日開催の取締役会決議に基づき、自己

株式の取得を行いました。この結果自己株式が1,024百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末にお

いて3,511百万円となっております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

(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 6,900 894 4,910 344 13,049 636 13,686 ─ 13,686

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

計 6,900 894 4,910 344 13,049 636 13,686 ─ 13,686

セグメント利益 777 405 879 129 2,192 41 2,234 △397 1,836

(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

（５）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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該当事項はありません。  

  

 

（６）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３四半期 
連結会計期間 

(平成24年12月31日)

（参考） 
前第３四半期 
連結会計期間 

(平成23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 21,062 21.8 24,918 25.4 19,769 21.0

  オペレーティング・リース 208 0.2 523 0.5 13 0.0

リース計 21,271 22.0 25,441 25.9 19,783 21.0

割賦販売 11,691 12.1 12,091 12.3 11,559 12.2

リース・割賦計 32,963 34.1 37,532 38.2 31,342 33.2

融資 25,543 26.4 22,949 23.4 24,692 26.2

不動産

オペレーティング・リース 37,619 38.9 37,336 38.1 37,986 40.2

その他 557 0.6 311 0.3 360 0.4

不動産計 38,177 39.5 37,648 38.4 38,347 40.6

合計 96,684 100.0 98,130 100.0 94,382 100.0
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