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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第45期

第３四半期
連結累計期間

第46期
第３四半期
連結累計期間

第45期

会計期間
自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日

自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日

自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

売上高 (千円) 8,328,145 8,655,223 12,937,867

経常利益 (千円) 4,649 119,695 316,834

四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(千円) △40,999 108,845 259,976

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △71,634 426,008 474,315

純資産額 (千円) 14,404,223 15,085,921 14,949,990

総資産額 (千円) 25,443,097 27,290,202 27,437,273

１株当たり四半期(当期)純利益金額
又は四半期純損失金額(△)

(円) △1.18 3.13 7.47

潜在株式調整後
１株当たり四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 54.4 53.3 52.4
 

　

回次
第45期

第３四半期
連結会計期間

第46期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成24年10月１日
至　平成24年12月31日

自　平成25年10月１日
至　平成25年12月31日

１株当たり四半期純利益金額
又は四半期純損失金額(△)

(円) △6.40 0.94

 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、前第３四半期連結累計期間は１株当たり

四半期純損失であり、また、いずれの期間においても潜在株式がないため記載しておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

なお、中国のセグメントにおいて、第２四半期連結会計期間より、廊坊榕東活動房有限公司を新規設立

し、連結の範囲に含めております。

EDINET提出書類

東海リース株式会社(E04800)

四半期報告書

 2/17



第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する

事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報

告書に記載した「事業のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。
　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、日銀の金融緩和や政府の公共投資の拡大等の経済

対策の効果もあり、景気は緩やかな回復を見せ始めた一方で、新興国等の経済不安や本年４月からの消

費税増税に対する個人消費への影響等、先行きに不透明感が残る状況となりました。

仮設建物リース業界におきましても、公共投資拡大の影響もあり堅調に推移しておりますが、消費税

増税による需要減退のリスクが懸念されます。

このような状況におきまして当社グループは、民間設備投資関連の需要を中心として積極的な営業活

動を行い、新規顧客の開拓や受注単価の下落抑制に努めました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は8,655百万円（前年同四半期比3.9％増）となりま

した。損益面につきましては、営業利益は168百万円（前年同四半期比272.3％増）、経常利益は119百

万円（前年同四半期比2,474.5％増）、四半期純利益は108百万円（前年同四半期は40百万円の四半期純

損失）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8,258百万円（前年同四半期比3.6％増）、中国が413

百万円（前年同四半期比9.9％増、セグメント間取引消去後396百万円（前年同四半期比11.4％増））と

なりました。また、営業損益は日本が195百万円（前年同四半期比395.2％増）、中国が30百万円の営業

損失（前年同四半期は4百万円の営業利益、セグメント間取引消去後27百万円の営業損失（前年同四半

期は5百万円の営業利益））となりました。

　
(2)財政状態の分析

① 資産の部

当第３四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147百万円減少し、27,290百万円

となりました。理由の主なものは現金及び預金の減少604百万円であります。

② 負債の部

当第３四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283百万円減少し、12,204百万円

となりました。理由の主なものは支払手形及び買掛金の減少1,347百万円であります。

③ 純資産の部

当第３四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135百万円増加し、15,085百万

円となりました。理由の主なものは為替換算調整勘定の増加285百万円であります。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 80,000,000

計 80,000,000
 

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成25年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年２月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 34,943,225 34,943,225
東京証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は
1,000株であります。

計 34,943,225 34,943,225 ― ―
 

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年10月１日～
平成25年12月31日

─ 34,943,225 ─ 8,032,668 ─ 2,828,787
 

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成25年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ─ ― ―

議決権制限株式(その他) ─ ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

― ―
普通株式 153,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 34,566,000 34,566 ―

単元未満株式 普通株式 224,225 ― ―

発行済株式総数  34,943,225 ― ―

総株主の議決権  ─ 34,566 ―
 

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には証券保管振替機構名義の株式が5,000株(議決権５個)含まれ

ております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式830株が含まれております。

３　当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成25年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

　

② 【自己株式等】

平成25年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
東海リース株式会社

大阪市北区天神橋
２丁目北２番６号

153,000 ─ 153,000 0.44

計 ― 153,000 ─ 153,000 0.44
 

　

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成25年10月１

日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けており

ます。
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１【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25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,737,461 1,132,646

受取手形及び売掛金
※2 9,783,004 ※2 9,336,434

電子記録債権 － 9,313

商品及び製品 138,463 185,713

仕掛品 33,354 47,586

原材料及び貯蔵品 310,578 442,562

繰延税金資産 41,300 41,300

その他 264,098 296,957

貸倒引当金 △63,275 △75,762

流動資産合計 12,244,984 11,416,752

固定資産

有形固定資産

リース用資産（純額） 5,934,611 6,866,593

建物及び構築物（純額） 2,168,938 2,140,521

土地 4,989,891 4,989,891

建設仮勘定 － 218,382

リース資産（純額） 1,225,630 714,278

その他（純額） 140,718 177,520

有形固定資産合計 14,459,790 15,107,188

無形固定資産 359,293 406,415

投資その他の資産

投資有価証券 134,665 159,280

その他 225,782 192,419

投資その他の資産合計 360,448 351,699

固定資産合計 15,179,531 15,865,303

繰延資産 12,757 8,146

資産合計 27,437,273 27,290,202

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金
※2 3,317,221 ※2 1,969,690

短期借入金 1,129,321 2,413,004

1年内償還予定の社債 280,000 280,000

リース債務 336,237 97,385

未払法人税等 37,342 23,235

前受リース収益 2,564,758 2,696,052

賞与引当金 115,629 62,634

役員賞与引当金 12,750 7,500

設備関係支払手形 43,609 247,491

その他 490,262 527,300

流動負債合計 8,327,132 8,324,295
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

固定負債

社債 720,000 480,000

長期借入金 2,412,395 2,418,359

リース債務 315,029 261,153

繰延税金負債 40,300 53,523

退職給付引当金 532,026 531,049

役員退職慰労引当金 140,400 135,900

固定負債合計 4,160,151 3,879,985

負債合計 12,487,283 12,204,281

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 930,545 795,851

自己株式 △27,551 △28,496

株主資本合計 14,573,428 14,437,789

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 27,885 43,725

為替換算調整勘定 △223,084 62,215

その他の包括利益累計額合計 △195,198 105,941

少数株主持分 571,760 542,191

純資産合計 14,949,990 15,085,921

負債純資産合計 27,437,273 27,290,202

EDINET提出書類

東海リース株式会社(E04800)

四半期報告書

 8/17



(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：千円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

売上高 8,328,145 8,655,223

売上原価 6,561,404 6,747,278

売上総利益 1,766,740 1,907,944

販売費及び一般管理費 1,721,559 1,739,754

営業利益 45,181 168,190

営業外収益

受取利息 5,865 2,472

スクラップ売却益 7,298 15,499

保険解約返戻金 8,291 5,893

その他 16,780 14,772

営業外収益合計 38,234 38,638

営業外費用

支払利息 61,669 56,973

為替差損 1,387 16,890

その他 15,709 13,269

営業外費用合計 78,766 87,134

経常利益 4,649 119,695

特別利益

固定資産売却益 6,758 1,972

負ののれん発生益 － 44,592

特別利益合計 6,758 46,565

特別損失

固定資産除却損 16,188 35,811

特別損失合計 16,188 35,811

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（△）

△4,779 130,449

法人税、住民税及び事業税 39,169 32,721

法人税等調整額 18,238 1,372

法人税等合計 57,407 34,094

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△62,187 96,354

少数株主損失（△） △21,187 △12,490

四半期純利益又は四半期純損失（△） △40,999 108,845

EDINET提出書類

東海リース株式会社(E04800)

四半期報告書

 9/17



【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：千円)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△62,187 96,354

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,074 15,903

為替換算調整勘定 △10,520 313,750

その他の包括利益合計 △9,446 329,653

四半期包括利益 △71,634 426,008

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △71,909 409,985

少数株主に係る四半期包括利益 275 16,023
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

当第３四半期連結会計期間(自　平成25年10月１日　至　平成25年12月31日)

該当事項はありません。

　

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第３四半期連結累計期間(自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日)

第２四半期連結会計期間より、新たに設立した中国子会社である廊坊榕東活動房有限公司を連結の

範囲に含めております。

　

(会計方針の変更等)

当第３四半期連結累計期間(自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日)

該当事項はありません。

　

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第３四半期連結累計期間(自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日)

該当事項はありません。
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(四半期連結貸借対照表関係)

　１　受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日)

受取手形裏書譲渡高 161,020千円 172,602千円
 

　

※２　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日

満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

 
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日)

受取手形 39,855千円 14,153千円

受取手形裏書譲渡高 12,779千円 23,967千円

支払手形 11,913千円 16,029千円
 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおり

であります。

 
前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

減価償却費 812,256千円 890,715千円
 

　

EDINET提出書類

東海リース株式会社(E04800)

四半期報告書

12/17



　

(株主資本等関係)

前第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)
　

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年6月28日
定時株主総会

普通株式 173,982 5 平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金

平成24年10月26日
取締役会

普通株式 173,975 5 平成24年９月30日 平成24年12月10日 利益剰余金
 

　
　

２　基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
　

３　株主資本の著しい変動

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。

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日)
　

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年6月27日
定時株主総会

普通株式 173,961 5 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金

平成25年10月25日
取締役会

普通株式 69,578 2 平成25年９月30日 平成25年12月10日 利益剰余金
 

　
　

２　基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
　

３　株主資本の著しい変動

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。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第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)

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

 

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 7,972,125 356,019 8,328,145 ─ 8,328,145

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

72 20,234 20,306 △20,306 ─

計 7,972,197 376,253 8,348,451 △20,306 8,328,145

セグメント利益 39,433 4,187 43,620 1,560 45,181
 

(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３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31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

 

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 8,258,494 396,728 8,655,223 ― 8,655,223

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 16,923 16,923 △16,923 ―

計 8,258,494 413,652 8,672,147 △16,923 8,655,223

セグメント利益又は損失(△) 195,281 △30,199 165,081 3,108 168,190
 

(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。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
　

項目
前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

　　１株当たり四半期純利益金額又は
　　１株当たり四半期純損失金額(△)(円)

△1.18 3.13

    (算定上の基礎)   

   四半期連結損益計算書上の四半期純利益又は
　　四半期純損失(△)(千円)

△40,999 108,845

    普通株主に帰属しない金額 ― ―

   普通株式に係る四半期純利益又は
　　四半期純損失(△)(千円)

△40,999 108,845

   普通株式の期中平均株式数(株) 34,795,282 34,789,936
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、前第３四半期連結累計期間は１株当たり四半期純損

失であり、また、いずれの期間においても潜在株式がないため記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

第46期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）中間配当について、平成25年10月25日開催の取

締役会において、平成25年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うこと

を決議いたしました。

(1)配当金の総額　69,578千円

(2)１株当たりの金額　　２円

(3)支払請求の効力発生日及び支払開始日　　平成25年12月10日

EDINET提出書類

東海リース株式会社(E04800)

四半期報告書

15/17



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

東海リース株式会社(E04800)

四半期報告書

16/17



有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社員

 
公認会計士　　森 村　照 私　 　　 印

指定有限責任社員
業 務 執 行 社員

 
公認会計士　　山 口　圭 介　 　　 印

独立監査人の四半期レビュー報告書

 
 

　

平成26年２月６日

東海リース株式会社

 取 締 役 会　御中

　

 

　

 

　

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東

海リース株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

(平成25年10月１日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25

年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、

四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の

ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す

ることが含まれる。
　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半

期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され

た手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東海リース株式会社及び連結子会社の平成

25年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示し

ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
　

 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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