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1.  平成25年12月期第3四半期の業績（平成25年1月1日～平成25年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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12月期第3四半期 23,360 △0.3 429 14.2 450 16.2 255 47.0
24年12月期第3四半期 23,425 5.3 375 △7.6 388 △5.2 173 46.8

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12月期第3四半期 34.49 13.91
24年12月期第3四半期 23.46 8.95

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第3四半期 91,577 6,900 7.5
24年12月期 90,499 6,674 7.4
（参考） 自己資本   25年12月期第3四半期  6,900百万円 24年12月期  6,674百万円

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  
 上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当の状況については、「４．種
類株式の配当の状況」をご覧ください。 

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12月期 ― ― ― 5.00 5.00
25年12月期 ― ― ―
25年12月期（予想） 5.00 5.00

3. 平成25年12月期の業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12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 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 31,300 0.2 250 △46.0 250 △49.5 120 △40.5 10.56



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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） 25年12月期3Q 8,679,800 株 24年12月期 8,679,800 株
② 期末自己株式数 25年12月期3Q 1,292,219 株 24年12月期 1,292,599 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期3Q 7,386,739 株 24年12月期3Q 7,386,381 株

※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、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いません。 

※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、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。 



  

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 

  

４．種類株式の配当の状況

  １株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末  期末 年間

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

Ａ種優先株式                    

24年12月期   ─   ─   ─ 30 00 30 00

25年12月期   ─   ―   ― 

25年12月期(予想) 30 00 30 00
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、積極的な経済政策により、輸出の持ち直し、企業業績

の回復等、明るい兆しが見え始めている一方、海外景気の下振れ懸念や平成26年４月に予定されている

消費税増税による可処分所得減少への懸念等もあり、依然として先行きは不透明な状況で推移いたしま

した。 

このような状況の中、当社は、営業部門におきましては、北関東の基盤強化を図るため宇都宮支店を

開設、またバス事業特販課の西日本での本格稼動等、組織体制を一部変更し、積極的に営業活動を展開

してまいりましたが、輸送用機械の受注の落ち込み等により、当第３四半期累計期間における新規受注

高は23,255百万円（前年同四半期比4.2%減）となりました。 

損益面では、当第３四半期累計期間の売上高は23,360百万円（同0.3％減）、営業利益は429百万円

（同14.2％増）、経常利益は450百万円（同16.2％増）、四半期純利益は255百万円（同47.0％増）とな

りました。 

  

(セグメントの業績) 

当第３四半期累計期間におけるセグメントの業績は次のとおりであります。なお、各セグメントにお

ける売上高については「外部顧客に対する売上高」の金額、セグメント利益については報告セグメント

の金額を記載しております。 

  

［リース・割賦・営業貸付］ 

リース・割賦・営業貸付の新規受注高は21,792百万円（前年同四半期比7.7％減）、営業資産残高は

62,115百万円（前期末比3.4％増）となりました。また、売上高は21,076百万円（前年同四半期比0.5％

減）、セグメント利益は195百万円（同1.6％増）となりました。 

  

［不動産賃貸］ 

不動産賃貸の新規受注高は1,077百万円（前年同四半期比169.8％増）、営業資産残高は13,485百万円

（前期末比2.9％増）となりました。また、売上高は2,149百万円（前年同四半期比2.3％増）、セグメ

ント利益は569百万円（同9.2％増）となりました。 

  

［その他］ 

その他の新規受注高は386百万円（前年同四半期比42.6％増）、営業資産残高は547百万円（前期末比

37.6％増）となりました。また、売上高は135百万円（前年同四半期比2.6％減）、セグメント利益は8

百万円（同43.1％減）となりました。 

  

当第３四半期会計期間末の総資産は、前期末比1,077百万円増加し91,577百万円となりました。これ

は主にリース投資資産の増加によるものです。 

負債合計は、前期末比851百万円増加し84,677百万円となりました。これは主に社債の増加によるも

のです。 

純資産合計は、前期末比226百万円増加し6,900百万円となりました。これは主にその他有価証券評価

差額金の増加によるものです。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報
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平成25年12月期の通期の業績予想につきましては、平成25年２月14日に公表いたしました数値からの

変更はありません。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）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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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,287,989 8,941,721

受取手形 17,817 8,378

割賦債権 20,764,161 20,720,936

リース債権及びリース投資資産 39,078,223 40,708,151

営業貸付金 1,286,908 878,203

その他の営業貸付債権 607,104 1,015,572

賃貸料等未収入金 1,666,385 1,663,713

その他の流動資産 495,045 617,186

貸倒引当金 △231,542 △159,363

流動資産合計 73,972,090 74,394,497

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産 13,403,760 13,919,442

社用資産 94,968 94,066

有形固定資産合計 13,498,729 14,013,508

無形固定資産 143,562 126,136

投資その他の資産   

その他の投資 2,887,142 2,996,119

貸倒引当金 △72,008 △69,674

投資その他の資産合計 2,815,134 2,926,445

固定資産合計 16,457,425 17,066,089

繰延資産 69,881 116,270

資産合計 90,499,396 91,576,856

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,020,127 803,984

買掛金 2,235,138 2,362,319

短期借入金 6,753,100 3,657,000

1年内返済予定の長期借入金 21,033,691 20,427,346

1年内償還予定の社債 528,000 1,225,000

1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債
務

359,000 273,000

未払法人税等 341,502 96,809

割賦未実現利益 1,131,680 1,107,056

役員賞与引当金 22,000 －

賞与引当金 44,535 76,449

その他の流動負債 1,000,684 942,008

流動負債合計 34,469,457 30,970,971
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

固定負債   

社債 3,485,000 5,974,000

長期借入金 37,941,219 37,905,389

債権流動化に伴う長期支払債務 253,000 2,347,202

退職給付引当金 23,870 32,773

受取保証金 6,306,320 6,016,609

資産除去債務 400,990 406,311

その他の固定負債 945,382 1,023,277

固定負債合計 49,355,780 53,705,561

負債合計 83,825,238 84,676,532

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,297,430 2,297,430

資本剰余金 2,137,430 2,137,430

利益剰余金 2,377,556 2,463,311

自己株式 △219,359 △219,183

株主資本合計 6,593,057 6,678,988

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 81,101 221,336

評価・換算差額等合計 81,101 221,336

純資産合計 6,674,158 6,900,324

負債純資産合計 90,499,396 91,576,856
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（２）四半期損益計算書 
 第３四半期累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 23,424,928 23,360,149

売上原価 21,697,216 21,567,739

売上総利益 1,727,712 1,792,410

販売費及び一般管理費 1,352,569 1,363,870

営業利益 375,143 428,540

営業外収益   

受取利息 237 200

受取配当金 14,300 15,617

匿名組合投資利益 5,941 4,863

償却債権取立益 5,951 16,302

その他の営業外収益 4,033 1,129

営業外収益合計 30,463 38,110

営業外費用   

支払利息 15,748 14,163

その他の営業外費用 2,241 2,171

営業外費用合計 17,989 16,334

経常利益 387,617 450,316

特別利益   

投資有価証券売却益 4,500 －

特別利益合計 4,500 －

特別損失   

投資有価証券評価損 65,347 1,217

特別損失合計 65,347 1,217

税引前四半期純利益 326,770 449,100

法人税、住民税及び事業税 263,874 297,608

法人税等調整額 △110,417 △103,280

法人税等合計 153,457 194,328

四半期純利益 173,314 254,771
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第３四半期累計期間(自  平成 24年１月１日  至  平成24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 

(注)  「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、メディカルサポート事業等を含んで

おります。 

  

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) 

(注)  全社費用は、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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

        (単位：千円)

 

報告セグメント
その他 
(注)

合計
リース・割賦・

営業貸付
不動産賃貸 計

売上高          

  外部顧客への売上高 21,185,222 2,100,827 23,286,049 138,880 23,424,928

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 21,185,222 2,100,827 23,286,049 138,880 23,424,928

セグメント利益 191,389 521,284 712,673 14,599 727,272

  (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 712,673

「その他」の区分の利益 14,599

セグメント間取引消去 ―

全社費用(注) △352,129

四半期損益計算書の営業利益 375,143
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Ⅱ 当第３四半期累計期間(自  平成 25年１月１日  至  平成25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 

(注)  「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、メディカルサポート事業等を含んで

おります。 

  

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) 

(注)  全社費用は、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。 

  

該当事項はありません。 

  

        (単位：千円)

 

報告セグメント
その他 
(注)

合計
リース・割賦・

営業貸付
不動産賃貸 計

売上高          

  外部顧客への売上高 21,076,201 2,148,628 23,224,829 135,320 23,360,149

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 21,076,201 2,148,628 23,224,829 135,320 23,360,149

セグメント利益 194,543 569,134 763,676 8,301 771,977

  (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 763,676

「その他」の区分の利益 8,301

セグメント間取引消去 ―

全社費用(注) △343,437

四半期損益計算書の営業利益 428,540

（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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(注) ファイナンス・リース及び不動産賃貸事業については、取得した資産の購入金額、割賦販売事業については、

実行時の割賦債権から割賦未実現利益を控除した額、オペレーティング・リースについては、賃貸物件の取得

価額を表示しております。なお、再リース取引の実行額は含んでおりません。 

  

(注) １ リース・割賦・営業貸付事業のうち、ファイナンス・リースについてはリース債権及びリース投資資産残高

を、オペレーティング・リースについては賃貸物品の帳簿価額を表示しております。 

２ 割賦販売事業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。 

４．補足情報

（１）契約実行高

セグメントの名称

当第３四半期累計期間

金額（千円） 前年同四半期比（％）

リース・割賦・ 
営業貸付事業

ファイナンス・リース 12,344,232 93.3

オペレーティング・リース ― ―

割賦販売事業 8,752,251 89.3

営業貸付事業 685,921 130.1

リース・割賦・営業貸付事業計 21,782,404 92.5

不動産賃貸事業 978,922 55.0

その他 396,414 149.5

合計 23,157,740 90.5

（２）営業資産残高

セグメントの名称

前事業年度末
(平成24年12月末日)

当第３四半期会計期間末
(平成25年12月期第３四半期)

期末残高(千円) 構成比(％) 期末残高(千円) 構成比(％)

リース・割賦・ 
営業貸付事業

ファイナンス・リース 38,338,512 52.1 40,481,917 53.2

オペレーティング・リース 305,437 0.4 299,204 0.4

割賦販売事業 19,550,731 26.6 19,612,597 25.8

営業貸付事業 1,880,843 2.6 1,721,225 2.3

リース・割賦・営業貸付事業計 60,075,524 81.7 62,114,943 81.6

不動産賃貸事業 13,110,021 17.8 13,484,992 17.7

その他 397,217 0.5 546,677 0.7

合計 73,582,761 100.0 76,146,612 100.0
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