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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47期

第１四半期連結
累計期間

第48期
第１四半期連結

累計期間
第47期

会計期間
自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日

自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日

自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日

売上高 (千円) 3,102,036 3,253,926 13,813,601

経常利益 (千円) 51,052 62,807 640,527

親会社株主に帰属する四半期(当期)
純利益

(千円) 14,062 33,609 463,833

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △97,008 45,284 824,063

純資産額 (千円) 15,484,853 15,883,961 16,012,719

総資産額 (千円) 28,614,933 30,091,301 30,364,566

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 0.40 0.97 13.34

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 (％) 51.3 50.9 50.9
 

(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、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。

４　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、当第１四半期連結

累計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま

す。

 

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わが国経済は、中国経済の減速などにより、国内景気の下振れリスクが存在

するものの、企業収益と雇用環境が改善され、景気は緩やかな回復基調となりました。

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いており、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ことにより労働者不足に対

応するとともに、より一層のお得先様満足を獲得できるよう仮設建物の質・量の向上に努め、受注活動は順調に推

移しました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は3,253百万円（前年同四半期比4.9％増）となりました。損益

面につきましては、営業利益は71百万円（前年同四半期比30.0％増）、経常利益は62百万円（前年同四半期比

23.0％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は33百万円（前年同四半期比139.0％増）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3,136百万円（前年同四半期比4.5％増）、中国が127百万円（前

年同四半期比21.7％減、セグメント間取引消去後117百万円（前年同四半期比15.9％増））となりました。また、

営業利益は日本が87百万円（前年同四半期比5.1％増）、中国が18百万円の営業損失（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16百万円の営業損失（前年同四半期は28百万円の営業損失））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273百万円減少し、30,091百万円となりまし

た。理由の主なものは現金及び預金の減少409百万円であります。

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144百万円減少し、14,207百万円となりまし

た。理由の主なものは長期借入金の減少272百万円であります。

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128百万円減少し、15,883百万円となりま

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27年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年８月10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27年４月１日～
平成27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。

 

EDINET提出書類

東海リース株式会社(E04800)

四半期報告書

 4/16



 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成27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 162,000

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 215,225 ― ―

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871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27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27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

162,000 ─ 162,000 0.46

計 ― 162,000 ─ 162,000 0.46
 

 

 

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27年４月１日から平成

27年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27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27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,917,875 1,508,727

  受取手形及び売掛金 10,825,400 10,775,840

  電子記録債権 42,248 60,713

  商品及び製品 144,507 149,050

  仕掛品 84,362 101,284

  原材料及び貯蔵品 434,276 431,456

  繰延税金資産 87,000 87,000

  その他 314,475 352,820

  貸倒引当金 △95,412 △94,139

  流動資産合計 13,754,733 13,372,753

 固定資産   

  有形固定資産   

   リース用資産（純額） 7,629,732 7,768,091

   建物及び構築物（純額） 2,471,610 2,444,845

   土地 4,989,891 4,996,154

   リース資産（純額） 626,236 605,899

   建設仮勘定 - 3,815

   その他（純額） 170,405 167,119

   有形固定資産合計 15,887,876 15,985,924

  無形固定資産 364,100 357,807

  投資その他の資産   

   投資有価証券 166,649 182,865

   その他 188,341 189,679

   投資その他の資産合計 354,990 372,544

  固定資産合計 16,606,968 16,716,276

 繰延資産 2,864 2,271

 資産合計 30,364,566 30,091,301
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 2,924,803 2,881,926

  短期借入金 2,764,390 3,059,480

  1年内償還予定の社債 280,000 180,000

  リース債務 158,466 158,039

  未払法人税等 93,441 37,286

  前受リース収益 3,348,739 3,407,819

  賞与引当金 263,373 110,869

  役員賞与引当金 28,660 12,500

  設備関係支払手形 138,783 118,220

  その他 1,269,963 1,538,520

  流動負債合計 11,270,621 11,504,661

 固定負債   

  社債 160,000 160,000

  長期借入金 1,957,661 1,684,826

  リース債務 379,549 346,144

  繰延税金負債 53,535 60,184

  役員退職慰労引当金 176,400 72,504

  退職給付に係る負債 354,079 339,819

  その他 - 39,200

  固定負債合計 3,081,226 2,702,678

 負債合計 14,351,847 14,207,340

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 1,214,334 1,074,041

  自己株式 △29,826 △29,966

  株主資本合計 14,854,941 14,714,509

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 50,328 61,011

  為替換算調整勘定 479,395 482,990

  退職給付に係る調整累計額 74,682 67,792

  その他の包括利益累計額合計 604,406 611,794

 非支配株主持分 553,371 557,657

 純資産合計 16,012,719 15,883,961

負債純資産合計 30,364,566 30,091,301
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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26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第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)

売上高 3,102,036 3,253,926

売上原価 2,449,251 2,607,252

売上総利益 652,784 646,674

販売費及び一般管理費 597,965 575,423

営業利益 54,818 71,251

営業外収益   

 受取利息 1,096 2,103

 受取保険金 10,560 -

 スクラップ売却益 3,415 1,241

 その他 6,386 7,443

 営業外収益合計 21,459 10,789

営業外費用   

 支払利息 19,757 14,443

 その他 5,468 4,789

 営業外費用合計 25,225 19,232

経常利益 51,052 62,807

特別損失   

 固定資産除却損 25,337 148

 特別損失合計 25,337 148

税金等調整前四半期純利益 25,714 62,658

法人税、住民税及び事業税 19,854 24,740

法人税等調整額 1,052 536

法人税等合計 20,906 25,277

四半期純利益 4,808 37,381

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（△）

△9,254 3,771

親会社株主に帰属する四半期純利益 14,062 33,609
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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26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第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)

四半期純利益 4,808 37,381

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 2,792 10,829

 為替換算調整勘定 △112,976 3,962

 退職給付に係る調整額 8,367 △6,889

 その他の包括利益合計 △101,816 7,902

四半期包括利益 △97,008 45,284

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △69,800 40,998

 非支配株主に係る四半期包括利益 △27,207 4,286
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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27年４月１日 至 平成27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27年４月１日　至　平成27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27年４月１日　至　平成27年６月30日)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計

基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７

号　平成25年９月13日）等を、当第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数

株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四

半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行ってお

ります。

 
(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27年４月１日　至　平成27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27年４月１日　至　平成27年６月30日)

該当事項はありません。
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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26年４月１日
至 平成26年６月30日)

当第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)

減価償却費 305,433千円 327,209千円
 

 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自　平成26年４月１日　至　平成26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26年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 173,931 ５ 平成26年３月31日 平成26年６月30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27年４月１日　至　平成27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27年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 173,901 ５ 平成27年３月31日 平成27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。
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(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26年４月１日 至 平成26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 3,000,501 101,534 3,102,036 ― 3,102,036

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 61,323 61,323 △61,323 ―

計 3,000,501 162,858 3,163,360 △61,323 3,102,036

セグメント利益又は損失(△) 83,115 △18,142 64,972 △10,154 54,818
 

（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

 

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
 

（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。
　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益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１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

当第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株当たり四半期純利益金額(円) 0.40 0.97

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) 14,062 33,609

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益
(千円)

14,062 33,609

普通株式の期中平均株式数(株) 34,785,830 34,779,751
 

(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、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。

EDINET提出書類

東海リース株式会社(E04800)

四半期報告書

15/16



独立監査人の四半期レビュー報告書

 
 

 

平成27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　　木 村　幸 彦　 　　 印

 

 

指定有限責任社員

業 務 執 行 社員
 
公認会計士　　森 村　照 私　 　　 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27年４月１日から平成28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27年４月１日から平

成27年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27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27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．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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