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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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用環境の改善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、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20.9%増となりました。しかし、第2四半期連結

累計期間以降の完成工事が多く、当第１四半期連結累計期間の売上高は2,903百万円（前年同四半期比10.8％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、営業損失は90百万円（前年同四半

期は営業利益71百万円）、経常損失は94百万円（前年同四半期は経常利益62百万円）、親会社株主に帰属する四半

期純損失は119百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益は33百万円）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2,849百万円（前年同四半期比9.1％減）、中国が62百万円（前年

同四半期比51.3％減、セグメント間取引消去後53百万円（前年同四半期比54.1％減））となりました。また、営業

損失は日本が76百万円（前年同四半期は営業利益87百万円）、中国が16百万円の営業損失（前年同四半期は18百万

円の営業損失、セグメント間取引消去後は13百万円の営業損失（前年同四半期は16百万円の営業損失））となりま

した。 

 

 

（２）財政状態に関する説明 

資産の部 

当第１四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1,157百万円減少し、29,566百万円となりま

した。理由の主なものは受取手形及び売掛金の減少870百万円であります。 

  

負債の部 

当第１四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716百万円減少し、14,103百万円となりまし

た。理由の主なものは長期借入金の減少278百万円であります。 

  

純資産の部 

当第１四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440百万円減少し、15,462百万円となりま

した。理由の主なものは配当金の支払173百万円によるものであります。 

 

 

（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、現時点での予想を異なる可能性があります。 

 

 

東海リース株式会社(9761) 平成29年３月期 第１四半期決算短信

－ 2 －



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）を当第

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１四半期連結会計期間 

(平成28年６月30日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,565,427 1,478,135 

  受取手形及び売掛金 11,491,992 10,621,747 

  電子記録債権 247,830 158,335 

  商品及び製品 132,658 146,199 

  仕掛品 44,986 107,795 

  原材料及び貯蔵品 346,340 371,083 

  繰延税金資産 147,600 147,600 

  その他 300,829 583,422 

  貸倒引当金 △80,538 △48,186 

  流動資産合計 14,197,127 13,566,131 

 固定資産   

  有形固定資産   

   リース用資産（純額） 7,800,364 7,414,528 

   建物及び構築物（純額） 2,359,035 2,272,986 

   土地 4,998,254 4,998,254 

   リース資産（純額） 544,241 517,716 

   建設仮勘定 24,957 73,434 

   その他（純額） 171,601 161,424 

   有形固定資産合計 15,898,454 15,438,344 

  無形固定資産 301,803 254,177 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 138,068 120,599 

   その他 187,343 186,505 

   投資その他の資産合計 325,411 307,105 

  固定資産合計 16,525,669 15,999,628 

 繰延資産 1,007 755 

 資産合計 30,723,803 29,566,516 
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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１四半期連結会計期間 

(平成28年６月30日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 3,017,352 2,787,992 

  短期借入金 3,015,340 2,886,340 

  1年内償還予定の社債 80,000 80,000 

  リース債務 157,166 150,850 

  未払法人税等 119,440 31,592 

  前受リース収益 3,398,401 3,342,858 

  賞与引当金 259,166 113,682 

  役員賞与引当金 24,400 12,500 

  設備関係支払手形 196,103 126,923 

  その他 904,115 1,309,556 

  流動負債合計 11,171,485 10,842,295 

 固定負債   

  社債 80,000 80,000 

  長期借入金 2,687,321 2,408,486 

  リース債務 244,356 210,296 

  繰延税金負債 46,501 41,960 

  役員退職慰労引当金 83,200 68,450 

  退職給付に係る負債 332,170 306,053 

  その他 175,280 146,120 

  固定負債合計 3,648,829 3,261,366 

 負債合計 14,820,314 14,103,661 

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 1,068,347 

  自己株式 △30,358 △30,358 

  株主資本合計 15,002,187 14,708,422 

 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 17,535 

  為替換算調整勘定 360,426 232,933 

  退職給付に係る調整累計額 △2,373 △2,154 

  その他の包括利益累計額合計 387,685 248,314 

 非支配株主持分 513,615 506,118 

 純資産合計 15,903,488 15,462,854 

負債純資産合計 30,723,803 29,566,516 
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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：千円) 

          前第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年６月30日) 

売上高 3,253,926 2,903,453 

売上原価 2,607,252 2,429,565 

売上総利益 646,674 473,888 

販売費及び一般管理費 575,423 564,086 

営業利益又は営業損失（△） 71,251 △90,198 

営業外収益   

 受取利息 2,103 2,772 

 スクラップ売却益 1,241 1,519 

 その他 7,443 7,632 

 営業外収益合計 10,789 11,924 

営業外費用   

 支払利息 14,443 14,052 

 その他 4,789 2,137 

 営業外費用合計 19,232 16,190 

経常利益又は経常損失（△） 62,807 △94,463 

特別利益   

 固定資産売却益 - 1,026 

 特別利益合計 - 1,026 

特別損失   

 固定資産除却損 148 205 

 関係会社出資金売却損 - 8,489 

 特別損失合計 148 8,694 

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（△） 

62,658 △102,132 

法人税、住民税及び事業税 24,740 18,056 

法人税等調整額 536 1,166 

法人税等合計 25,277 19,222 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 37,381 △121,354 

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配
株主に帰属する四半期純損失（△） 

3,771 △1,479 

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（△） 

33,609 △119,875 
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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：千円) 

          前第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年６月30日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 37,381 △121,354 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 10,829 △12,131 

 為替換算調整勘定 3,962 △133,710 

 退職給付に係る調整額 △6,889 219 

 その他の包括利益合計 7,902 △145,622 

四半期包括利益 45,284 △266,977 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 40,998 △259,247 

 非支配株主に係る四半期包括利益 4,286 △7,730 
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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１四半期連結会計期間(自  平成28年４月１日  至  平成28年６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１四半期連結累計期間(自  平成27年４月１日  至  平成27年６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１四半期連結累計期間(自  平成28年４月１日  至  平成28年６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 セグメント損失は、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 3,136,199 117,727 3,253,926 ― 3,253,926 

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

― 9,777 9,777 △9,777 ― 

計 3,136,199 127,505 3,263,704 △9,777 3,253,926 

セグメント利益又は損失(△) 87,334 △18,783 68,551 2,699 71,251 

 

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 2,849,459 53,993 2,903,453 ― 2,903,453 

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

― 8,159 8,159 △8,159 ― 

計 2,849,459 62,152 2,911,612 △8,159 2,903,453 

セグメント損失(△) △76,310 △16,259 △92,570 2,371 △90,198 
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