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1. 平成29年3月期第2四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28年9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
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 ％

29年3月期第2四半期 6,616 △2.9 7 △97.4 △5 ― △63 ―
28年3月期第2四半期 6,814 1.3 294 6.2 265 7.4 289 89.9

（注）包括利益 29年3月期第2四半期 △437百万円 （―％） 28年3月期第2四半期 355百万円 （―％）

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

29年3月期第2四半期 △1.81 ―
28年3月期第2四半期 8.32 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

29年3月期第2四半期 30,451 15,291 48.6 425.80
28年3月期 30,723 15,903 50.1 442.52
（参考）自己資本 29年3月期第2四半期 14,808百万円 28年3月期 15,389百万円

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

28年3月期 ― 4.00 ― 5.00 9.00
29年3月期 ― 4.00
29年3月期（予想） ― 5.00 9.00

3. 平成29年 3月期の連結業績予想（平成28年 4月 1日～平成29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  

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 14,300 3.4 640 11.4 580 8.9 340 △26.2 9.73



(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、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 
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。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2ページ「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） 29年3月期2Q 34,943,225 株 28年3月期 34,943,225 株
② 期末自己株式数 29年3月期2Q 165,333 株 28年3月期 165,223 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年3月期2Q 34,777,984 株 28年3月期2Q 34,779,138 株
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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わが国経済は、雇用環境など緩やかな回復基調にあるものの、個人消費には

停滞感が見られ、円高による企業収益への影響が懸念されています。また、海外においては、中国をはじめとする

新興国経済の減速や、英国のＥＵ離脱決定による金融市場の混乱など、景気の不透明感が強まってまいりました。 

仮設建物リース業界におきましては、底堅い設備投資の下支えもあり堅調に推移しておりますが、建設業界全体

における労働者不足が依然として続き、また、官公庁受注工事をはじめ契約単価に下落傾向が続くなど、予断を許

さない状況が続いています。 

このような状況におきまして当社グループは、全国生産拠点ネットワークを駆使するとともに、より一層のお得

意先様満足を獲得すべく、仮設建物の質・量の向上に努めております。 

以上の結果、受注活動は順調に推移し、契約高は前年同四半期比10.8%増となりました。しかし、第３四半期連結

累計期間以降を完成予定とする契約が多く、当第２四半期連結累計期間の売上高は6,616百万円（前年同四半期比

2.9%減）となりました。損益面につきましては、売上高の減少が固定費を吸収しきれず、営業利益は7百万円（前年

同四半期比97.4%減）、経常損失は5百万円（前年同四半期は経常利益265百万円）、特別損失に固定資産除却損6百

万円、連結子会社である中華人民共和国上海市所在の上海榕東活動房有限公司の出資金売却に伴う損失5百万円など

を計上した結果、親会社株主に帰属する四半期純損失は63百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純

利益289百万円）となりました。 

なお、セグメントごとの業績は、日本が売上高6,535百万円（前年同四半期比0.7％減）、中国が184百万円（前年

同四半期比25.9％減、セグメント間取引消去後80百万円（前年同四半期比65.0％減））となりました。また、営業

損益は日本が32百万円の営業利益（前年同四半期比89.0％減）、中国が8百万円の営業損失（前年同四半期は9百万

円の営業損失、セグメント間取引消去後は25百万円の営業損失（前年同四半期は4百万円の営業損失））となりまし

た。 

（２）財政状態に関する説明

資産の部

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末より272百万円減少し、30,451百万円となりまし

た。理由の主なものは受取手形及び売掛金の減少279百万円であります。 

負債の部 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末より339百万円増加し、15,159百万円となりまし

た。理由の主なものは長期借入金の増加642百万円であります。 

純資産の部 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は前連結会計年度末より611百万円減少し、15,291百万円となりまし

た。理由の主なものは為替換算調整勘定の減少337百万円であります。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

現段階におきましては、平成28年4月28日に発表しました業績予想に変更はありません。

なお、業績予想につきまして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、実際の業績はさまざま

なリスク要因や不確実な要素により、現時点での予想と異なる可能性があります。
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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

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

（４）追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用） 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１

四半期連結会計期間から適用しております。 
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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：千円) 

          
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成28年９月30日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,565,427 1,871,354 

  受取手形及び売掛金 11,491,992 11,212,509 

  電子記録債権 247,830 201,184 

  商品及び製品 132,658 149,378 

  仕掛品 44,986 92,425 

  原材料及び貯蔵品 346,340 329,822 

  繰延税金資産 147,600 147,600 

  その他 300,829 391,389 

  貸倒引当金 △80,538 △44,237 

  流動資産合計 14,197,127 14,351,428 

 固定資産   

  有形固定資産   

   リース用資産（純額） 7,800,364 7,558,595 

   建物及び構築物（純額） 2,359,035 2,211,065 

   土地 4,998,254 4,998,254 

   リース資産（純額） 544,241 506,521 

   建設仮勘定 24,957 132,555 

   その他（純額） 171,601 156,374 

   有形固定資産合計 15,898,454 15,563,366 

  無形固定資産 301,803 225,889 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 138,068 127,472 

   その他 187,343 182,997 

   投資その他の資産合計 325,411 310,470 

  固定資産合計 16,525,669 16,099,726 

 繰延資産 1,007 503 

 資産合計 30,723,803 30,451,657 
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           (単位：千円) 

          
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成28年９月30日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 3,017,352 2,950,357 

  短期借入金 3,015,340 3,097,340 

  1年内償還予定の社債 80,000 80,000 

  リース債務 157,166 147,879 

  未払法人税等 119,440 79,425 

  前受リース収益 3,398,401 3,457,759 

  賞与引当金 259,166 239,138 

  役員賞与引当金 24,400 20,933 

  設備関係支払手形 196,103 209,112 

  その他 904,115 817,817 

  流動負債合計 11,171,485 11,099,763 

 固定負債   

  社債 80,000 40,000 

  長期借入金 2,687,321 3,329,651 

  リース債務 244,356 188,156 

  繰延税金負債 46,501 45,507 

  役員退職慰労引当金 83,200 71,300 

  退職給付に係る負債 332,170 279,998 

  その他 175,280 105,386 

  固定負債合計 3,648,829 4,060,000 

 負債合計 14,820,314 15,159,763 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 8,032,668 8,032,668 

  資本剰余金 5,637,764 5,637,764 

  利益剰余金 1,362,113 1,125,121 

  自己株式 △30,358 △30,380 

  株主資本合計 15,002,187 14,765,175 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 29,633 22,190 

  為替換算調整勘定 360,426 22,951 

  退職給付に係る調整累計額 △2,373 △1,935 

  その他の包括利益累計額合計 387,685 43,205 

 非支配株主持分 513,615 483,512 

 純資産合計 15,903,488 15,291,893 

負債純資産合計 30,723,803 30,451,657 
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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：千円) 

          前第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年９月30日) 

当第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) 

売上高 6,814,723 6,616,047 

売上原価 5,362,589 5,476,785 

売上総利益 1,452,134 1,139,261 

販売費及び一般管理費 1,157,845 1,131,536 

営業利益 294,288 7,724 

営業外収益   

 受取利息 8,858 5,939 

 為替差益 - 5,968 

 スクラップ売却益 3,868 4,779 

 受取保険金 126 - 

 その他 11,950 11,506 

 営業外収益合計 24,804 28,194 

営業外費用   

 支払利息 31,759 27,520 

 為替差損 2,013 - 

 支払手数料 15,121 13,285 

 その他 4,541 1,079 

 営業外費用合計 53,435 41,885 

経常利益又は経常損失（△） 265,658 △5,966 

特別利益   

 関係会社出資金売却益 54,585 - 

 投資有価証券売却益 3,553 - 

 固定資産売却益 48,519 185 

 特別利益合計 106,657 185 

特別損失   

 固定資産除却損 1,005 6,758 

 関係会社出資金売却損 - 5,594 

 特別損失合計 1,005 12,352 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△） 

371,310 △18,132 

法人税、住民税及び事業税 55,244 39,808 

法人税等調整額 4,946 3,040 

法人税等合計 60,191 42,848 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 311,118 △60,981 

非支配株主に帰属する四半期純利益 21,704 2,119 

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社
株主に帰属する四半期純損失（△） 

289,414 △63,101 

東海リース株式会社(9761) 平成29年３月期 第２四半期決算短信

－ 6 －



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：千円) 

          前第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年９月30日) 

当第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) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 311,118 △60,981 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 6,535 △7,415 

 為替換算調整勘定 51,924 △369,958 

 退職給付に係る調整額 △13,778 438 

 その他の包括利益合計 44,681 △376,935 

四半期包括利益 355,800 △437,917 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 329,341 △407,581 

 非支配株主に係る四半期包括利益 26,458 △30,336 
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（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） 

当第２四半期連結会計期間(自 平成28年７月１日 至 平成28年９月30日) 

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） 

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。 

 
（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成27年４月１日  至  平成27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) １ 調整額はセグメント間取引消去であります。 

２ 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。 

 

Ⅱ  当第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 

(注) １ 調整額はセグメント間取引消去であります。 

２ 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。 

 

 

報告セグメント 
調整額 
（千円） 

四半期連結損益
計算書計上額 
（千円） 日 本 

（千円） 
中 国 
（千円） 

計 
（千円） 

売上高      

外部顧客への売上高 6,584,587 230,135 6,814,723 ― 6,814,723 

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

― 18,729 18,729 △18,729 ― 

計 6,584,587 248,865 6,833,453 △18,729 6,814,723 

セグメント利益又は損失(△) 298,955 △9,364 289,591 4,697 294,288 

 

報告セグメント 
調整額 
（千円） 

四半期連結損益
計算書計上額 
（千円） 日 本 

（千円） 
中 国 
（千円） 

計 
（千円） 

売上高      

外部顧客への売上高 6,535,408 80,638 6,616,047 ― 6,616,047 

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

40 103,707 103,747 △103,747 ― 

計 6,535,448 184,346 6,719,795 △103,747 6,616,047 

セグメント利益又は損失(△) 32,879 △8,966 23,912 △16,187 7,724 
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