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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１四半期連結 
累計期間

第46期 
第１四半期連結 
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６月30日

自　平成25年４月１日 
至　平成25年６月30日

自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

売上高 (千円) 2,549,922 2,908,321 12,937,867

経常利益又は経常損失(△) (千円) △49,179 △43,914 316,834

当期純利益又は四半期純損失(△)(千円) △60,105 △58,213 259,976

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 30,856 110,095 474,315

純資産額 (千円) 14,681,200 14,885,887 14,949,990

総資産額 (千円) 26,529,412 27,363,160 27,437,273

１株当たり当期純利益金額
又は四半期純損失金額(△)

(円) △1.73 △1.67 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 (％) 53.1 52.3 52.4

(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)純利益については、第45期第１四半期連結累計期間及び第46期第１四

半期連結累計期間は１株当たり四半期純損失が計上されており、また、いずれの期間においても潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第１四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

事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四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「事業等のリスク」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１四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１四半期連結累計期間における我が国経済は、新政権による経済財政政策や日本銀行の金融緩和

により景気回復の兆しが見られたものの、円安の影響による原材料の価格上昇、欧州財政問題や中国等の

成長鈍化など、国内外の懸念材料もあり、景気の先行きは引き続き不透明感が残る状況にあります。

仮設建物リース業界におきましても、耐震化に伴う仮設校舎の需要は堅調ではありますが、民間企業の

設備投資は未だ低調であり、経営環境は依然として厳しい状況にあります。

このような状況におきまして当社グループは、東北地区を重点地域として積極的な営業活動を行い売

上高を伸ばしたものの、減価償却費などの固定費をカバーするまでには至りませんでした。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は2,908百万円（前年同四半期比14.1％増）となりま

した。損益面につきましては、営業損失は29百万円（前年同四半期は31百万円の営業損失）、経常損失は

43百万円（前年同四半期は49百万円の経常損失）、四半期純損失は58百万円（前年同四半期は60百万円

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2,785百万円（前年同四半期比14.8％増）、中国が133百

万円（前年同四半期比7.7％増、セグメント間取引消去後122百万円（前年同四半期比0.9％減））となり

ました。また、営業損失は日本が26百万円（前年同四半期は32百万円の営業損失）、中国が3百万円（前年

同四半期は1百万円の営業損失、セグメント間取引消去後は3百万円の営業損失（前年同四半期は0百万円

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74百万円減少し、27,363百万円と

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198百万円であります。

② 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10百万円減少し、12,477百万円と

なりました。理由の主なものは長期借入金の減少192百万円であります。

③ 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64百万円減少し、14,885百万円

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。
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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１四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成25年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年８月８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 34,943,22534,943,225
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 34,943,22534,943,225 ― ―

　

(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４月１日～
平成25年６月30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１四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６月30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 150,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 34,569,000 34,569 ―

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 　 ─ 34,569 ―

(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992株が含まれております。

３　当第１四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３月31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６月30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

150,000 ─ 150,000 0.43

計 ― 150,000 ─ 150,000 0.43

　

　

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１四半期連結会計期間(平成25年４月１日

から平成25年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年６月30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 1,737,461 1,602,273

受取手形及び売掛金 ※2
 9,783,004

※2
 9,584,336

商品及び製品 138,463 126,742

仕掛品 33,354 74,066

原材料及び貯蔵品 310,578 321,474

繰延税金資産 41,300 41,300

その他 264,098 256,183

貸倒引当金 △63,275 △72,495

流動資産合計 12,244,984 11,933,881

固定資産

有形固定資産

リース用資産（純額） 5,934,611 6,065,421

建物及び構築物（純額） 2,168,938 2,161,954

土地 4,989,891 4,989,891

リース資産（純額） 1,225,630 1,178,295

その他（純額） 140,718 257,578

有形固定資産合計 14,459,790 14,653,141

無形固定資産 359,293 402,990

投資その他の資産

投資有価証券 134,665 137,071

その他 225,782 224,940

投資その他の資産合計 360,448 362,011

固定資産合計 15,179,531 15,418,143

繰延資産 12,757 11,134

資産合計 27,437,273 27,363,160

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※2
 3,317,221

※2
 3,127,582

短期借入金 1,129,321 1,329,321

1年内償還予定の社債 280,000 280,000

リース債務 336,237 241,748

未払法人税等 37,342 －

前受リース収益 2,564,758 2,656,616

賞与引当金 115,629 55,770

役員賞与引当金 12,750 6,800

設備関係支払手形 43,609 97,928

その他 490,262 836,344

流動負債合計 8,327,132 8,632,112
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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１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

固定負債

社債 720,000 620,000

長期借入金 2,412,395 2,219,544

リース債務 315,029 293,944

繰延税金負債 40,300 42,549

退職給付引当金 532,026 531,746

役員退職慰労引当金 140,400 137,375

固定負債合計 4,160,151 3,845,159

負債合計 12,487,283 12,477,272

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 930,545 698,371

自己株式 △27,551 △27,788

株主資本合計 14,573,428 14,341,016

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 29,375

為替換算調整勘定 △223,084 △67,505

その他の包括利益累計額合計 △195,198 △38,130

少数株主持分 571,760 583,001

純資産合計 14,949,990 14,885,887

負債純資産合計 27,437,273 27,363,160
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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 2,549,922 2,908,321

売上原価 2,047,766 2,348,275

売上総利益 502,155 560,046

販売費及び一般管理費 534,155 589,879

営業損失（△） △31,999 △29,832

営業外収益

受取利息 2,472 1,018

スクラップ売却益 3,187 2,072

その他 4,945 6,978

営業外収益合計 10,605 10,070

営業外費用

支払利息 21,974 18,649

その他 5,810 5,502

営業外費用合計 27,785 24,151

経常損失（△） △49,179 △43,914

特別損失

固定資産除却損 4,050 5,470

特別損失合計 4,050 5,470

税金等調整前四半期純損失（△） △53,230 △49,384

法人税、住民税及び事業税 8,757 11,358

法人税等調整額 2,735 2,432

法人税等合計 11,492 13,791

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △64,722 △63,176

少数株主損失（△） △4,617 △4,962

四半期純損失（△） △60,105 △58,213
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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損失（△） △64,722 △63,176

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △7,891 1,520

為替換算調整勘定 103,471 171,751

その他の包括利益合計 95,579 173,272

四半期包括利益 30,856 110,095

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,099 98,855

少数株主に係る四半期包括利益 28,756 11,240
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

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

該当事項はありません。

　

(会計方針の変更等)

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)

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)

該当事項はありません。

　

(追加情報)

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)

該当事項はありません。

　

(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１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

受取手形裏書譲渡高 161,020千円 182,057千円

　

※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１四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１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

受取手形 39,855千円 11,015千円

受取手形裏書譲渡高 12,779千円 12,215千円

支払手形 11,913千円 51,150千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四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１四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く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)

減価償却費 265,857千円 278,955千円

　
　

(株主資本等関係)

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)
　

１　配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成24年６月28日
定時株主総会

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

　

２　基準日が当第１四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１四半期連結会計期

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)
　

１　配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成25年６月27日
定時株主総会

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

　

２　基準日が当第１四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１四半期連結会計期

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。

EDINET提出書類

東海リース株式会社(E04800)

四半期報告書

12/16



(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24年４月１日  至  平成24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

　

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 2,425,895124,0272,549,922 ─ 2,549,922

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ 284 284 △284 ─

計 2,425,895124,3122,550,207 △284 2,549,922

セグメント利益又は損失(△) △32,271 △1,350 △33,621 1,621 △31,999

（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損失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25年４月１日  至  平成25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

　

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 2,785,378122,9432,908,321 ─ 2,908,321

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

─ 10,946 10,946 △10,946 ─

計 2,785,378133,8892,919,267△10,9462,908,321

セグメント利益又は損失(△) △26,800 △3,395 △30,195 362 △29,832

（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損失と調整を行っております。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

　

項目
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)

１株当たり四半期純損失金額(円) 1.73 1.67

（算定上の基礎） 　 　

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(千円) 60,105 58,213

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純損失(千円) 60,105 58,213

普通株式の期中平均株式数(株) 34,796,261 34,791,534

(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１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計

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。
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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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。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

　

平成25年８月５日

東海リース株式会社

 取 締 役 会　御中

　

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

　
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１四半期連結会計期間

(平成25年４月１日から平成25年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25

年６月30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６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四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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