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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30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1四半期 4,364 △16.4 749 13.2 747 15.2 498 1.3
25年3月期第1四半期 5,218 17.3 661 △1.5 648 0.8 492 77.0

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 597百万円 （27.2％） 25年3月期第1四半期 469百万円 （69.7％）

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1四半期 20.23 ―
25年3月期第1四半期 16.10 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 122,886 17,770 14.3
25年3月期 123,121 17,358 13.9
（参考） 自己資本  26年3月期第1四半期  17,557百万円 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 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 9,500 0.5 1,300 12.5 1,200 8.1 660 0.7 26.79
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
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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 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1Q 12,506,524 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1Q 24,637,031 株 25年3月期1Q 30,561,750 株



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………2 

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………2 

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………3 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………3 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………3 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………3 

（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 

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

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………4 

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………4 

（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 …………………………6 

四半期連結損益計算書  

 第１四半期連結累計期間 …………………………………………………………6 

四半期連結包括利益計算書  

 第１四半期連結累計期間 …………………………………………………………7 

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項   …………………………………………8 

（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………8 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………8 

（セグメント情報等） ………………………………………………………………8 

（重要な後発事象） …………………………………………………………………8 

４．補足情報 …………………………………………………………………………………9 

   営業資産残高 …………………………………………………………………………9 

○添付資料の目次

㈱九州リースサービス　（8596）　平成26年3月期　第１四半期決算短信　

- 1 -



  

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融政策の転換、経済政策の期待感から為替の円

安傾向や株価の上昇など、持ち直しの動きがみられました。当リース業界におきましても、平成25年６

月累計のリース取扱高（公益社団法人リース事業協会統計）は、前年同期比5.4％増と増加基調が続い

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、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１四半期連結累計期間における経営成績は、リース売上高は増加いたしましたが、前

期に大口の不動産売却収入が計上されていた反動減などにより、売上高は4,364百万円（前年同期比

16.4％減）となりました。また、利益面におきましては、貸倒引当金繰入額の減少などにより、営業利

益は749百万円（前年同期比13.2％増）、経常利益は747百万円（前年同期比15.2％増）となりました。

また、四半期純利益は税金費用の増加で498百万円（前年同期比1.3％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  

新規実行高が商業・サービス業用設備を中心に堅調に推移し、売上高は2,457百万円（前年同期比

5.5％増）となり、セグメント利益（営業利益）は296百万円（前年同期比19.2％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26,268百万円（前期末比4.2％増）となり、割賦債権残

高は10,511百万円（前期末比2.2％減）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248百万円（前年同期比16.0％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191百万円(前年同期比40.9％増)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18,142百万円（前期末比14.6％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1,304百万円（前年同期比44.2％減）となり、セグメント利

益（営業利益）は260百万円（前年同期比32.0％減）となりました。なお、賃貸不動産残高は37,013

百万円（前期末比0.5％減）、販売用不動産残高は3,829百万円（前期末比3.4％減）となりました。 

  

④フィービジネス 

プロジェクト案件や自動車リースの紹介に伴う手数料収入の増加などにより売上高は186百万円

（前年同期比72.8％増）となり、セグメント利益（営業利益）は91百万円（前年同期比152.4％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１四半期連結会計期間末の資産合計は122,886百万円（前期末比0.2％減）と前連結会計年度末に

比べ235百万円の減少となりました。これは主に営業貸付金の減少3,111百万円、リース債権及びリース

投資資産の増加1,046百万円、割賦債権の減少231百万円、現金及び預金の増加2,374百万円などであり

ます。 

 負債合計は105,115百万円（前期末比0.6％減）と前連結会計年度末に比べ647百万円の減少となりま

した。これは主に借入金の減少855百万円などであります。 

  純資産合計は17,770百万円（前期末比2.4％増）と前連結会計年度末に比べ412百万円増加いたしまし

た。 

  

平成26年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、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。 

  

  

 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）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

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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,065 17,439 

割賦債権 10,743 10,511 

リース債権及びリース投資資産 25,221 26,268 

営業貸付金 21,254 18,142 

賃貸料等未収入金 276 288 

販売用不動産 3,964 3,829 

その他 2,231 2,166 

貸倒引当金 △1,192 △1,112 

流動資産合計 77,563 77,535 

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産   

賃貸不動産（純額） 37,181 37,013 

その他（純額） 583 590 

賃貸資産合計 37,764 37,603 

社用資産 2,049 2,026 

有形固定資産合計 39,814 39,630 

無形固定資産 185 172 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,667 3,755 

その他 1,901 1,803 

貸倒引当金 △11 △11 

投資その他の資産合計 5,558 5,548 

固定資産合計 45,558 45,351 

資産合計 123,121 122,886 
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,074 957 

短期借入金 40,727 42,177 

1年内償還予定の社債 1,885 2,285 

未払法人税等 102 59 

引当金 120 71 

その他 2,483 2,588 

流動負債合計 46,392 48,139 

固定負債   

社債 6,808 6,087 

長期借入金 46,633 44,326 

引当金 283 279 

その他 5,645 6,283 

固定負債合計 59,370 56,975 

負債合計 105,763 105,115 

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 16,739 

自己株式 △3,511 △3,511 

株主資本合計 16,671 16,984 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 487 575 

繰延ヘッジ損益 △3 △2 

その他の包括利益累計額合計 483 573 

少数株主持分 203 213 

純資産合計 17,358 17,770 

負債純資産合計 123,121 122,886 
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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１四半期連結累計期間 

 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 5,218 4,364 

売上原価 3,909 3,157 

売上総利益 1,308 1,207 

販売費及び一般管理費 646 457 

営業利益 661 749 

営業外収益   

受取利息 23 5 

受取配当金 12 14 

投資有価証券売却益 － 20 

その他 13 11 

営業外収益合計 50 51 

営業外費用   

支払利息 59 50 

その他 4 3 

営業外費用合計 63 53 

経常利益 648 747 

税金等調整前四半期純利益 648 747 

法人税、住民税及び事業税 71 46 

法人税等調整額 87 192 

法人税等合計 159 239 

少数株主損益調整前四半期純利益 489 507 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2 9 

四半期純利益 492 498 
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 489 507 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △25 88 

繰延ヘッジ損益 5 1 

その他の包括利益合計 △19 89 

四半期包括利益 469 597 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 472 587 

少数株主に係る四半期包括利益 △2 9 
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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１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30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△132百万円は、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１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30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。 

２  セグメント利益調整額△84百万円は、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。 

  

  該当事項はありません。 

（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

2,328 296 2,337 107 5,069 148 5,218 ― 5,218

  セグメント間の
  内部売上高又は
  振替高

― ― ― ― ― ― ― ― ―

計 2,328 296 2,337 107 5,069 148 5,218 ― 5,218

セグメント利益
又は損失（△）

248 135 383 36 804 △9 794 △132 661

(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

2,457 248 1,304 186 4,197 167 4,364 ― 4,364

  セグメント間の
  内部売上高又は
  振替高

― ― ― ― ― ― ― ― ―

計 2,457 248 1,304 186 4,197 167 4,364 ― 4,364

セグメント利益
又は損失（△）

296 191 260 91 839 △6 833 △84 749

  （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１四半期
連結会計期間末

（平成25年６月30日）

（参考）
前第１四半期
連結会計期間末

（平成24年６月30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 26,268 28.2 21,029 22.5

  オペレーティング・リース 583 0.6 590 0.6 200 0.2

リース計 25,805 27.0 26,858 28.8 21,229 22.7

割賦販売 10,743 11.3 10,511 11.3 11,551 12.3

リース・割賦計 36,548 38.3 37,370 40.1 32,781 35.0

融資 21,254 22.2 18,142 19.5 22,835 24.4

不動産

オペレーティング・リース 37,181 38.9 37,013 39.8 37,475 40.0

その他 585 0.6 565 0.6 556 0.6

不動産計 37,766 39.5 37,579 40.4 38,031 40.6

合計 95,569 100.0 93,092 100.0 93,648 100.0
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