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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51期

第１四半期連結
累計期間

第52期
第１四半期連結

累計期間
第51期

会計期間
自　2018年４月１日
至　2018年６月30日

自　2019年４月１日
至　2019年６月30日

自　2018年４月１日
至　2019年３月31日

売上高 (千円) 3,326,765 3,097,211 14,673,053

経常利益又は経常損失（△） (千円) △21,552 △75,298 324,883

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

(千円) △48,053 △112,079 165,773

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △97,755 △82,989 1,284

純資産額 (千円) 15,397,574 15,084,212 15,391,762

総資産額 (千円) 33,376,550 34,491,256 34,605,000

１株当たり当期純利益金額
又は四半期純損失金額（△）

(円) △13.82 △32.37 47.69

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 (％) 44.6 42.5 43.1
 

(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51期第１四半期連結累計期間及び第52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。
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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 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)経営成績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善傾向は継続し、景気としては緩やかな

回復基調となりました。しかしながら、海外においては米中の貿易摩擦による世界景気の減速がわが国の景気にも

影響を与えつつあり、先行きが不透明な状況となっています。

仮設建物リース業界におきましては、設備投資の下支えもあり堅調に推移しております。しかしながら、建設業

界全体における労働者不足が依然として続き、予断を許さない状況にあります。

このような状況のなか、当社グループは、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

努めるとともに、従来、外注業者にて施工していた基礎工事やエアコン工事のリース商品化を推し進め、原価の低

減と工期の短縮の推進を図っています。

以上の結果、受注活動は順調に推移しておりますが、第2四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１四半期連結累計期間の売上高は3,097百万円で前年同四半期比6.9%減となりました。損益面につきまし

ては、営業損失は89百万円（前年同四半期は営業損失28百万円）、経常損失は75百万円（前年同四半期は経常損失

21百万円）、そして法人税等34百万円を計上した結果、親会社株主に帰属する四半期純損失は112百万円（前年同

四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失48百万円）となりました。

なお、セグメントごとの経営成績は、日本が売上高3,067百万円（前年同四半期比7.2％減）、中国が101百万円

（前年同四半期比33.2％増、セグメント間取引消去後29百万円（前年同四半期比36.1％増））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損失11百万円）、中国が5百万円の営業損失（前年同四半期

は13百万円の営業損失、セグメント間取引消去後は12百万円の営業損失（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113百万円減少し、34,491百万円となりまし

た。理由の主なものは受取手形及び売掛金の減少730百万円、リース用資産(純額)の増加203百万円と現金及び預

金の増加144百万円であります。

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193百万円増加し、19,407百万円となりまし

た。理由の主なものは短期借入金の増加471百万円であります。

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307百万円減少し、15,084百万円となりま

した。理由の主なものは配当金の支払104百万円によるものであります。

　

３ 【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。
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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 8,000,000

計 8,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2019年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2019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 3,494,322 3,494,322
東京証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は
100株であります。

計 3,494,322 3,494,322 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

　

② 【その他の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) 【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)

2019年４月１日～
2019年６月30日

─ 3,494,322 ─ 8,032,668 ─ 2,828,787
 

 

(5) 【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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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2019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 18,200

完全議決権株式(その他) 普通株式 3,457,300 34,573 ―

単元未満株式 普通株式 18,822 ― ―

発行済株式総数  3,494,322 ― ―

総株主の議決権  ― 34,573 ―
 

(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500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83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（2019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】

2019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

18,200 ― 18,200 0.52

計 ― 18,200 ― 18,200 0.52
 

 (注) 当社は、2019年４月26日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議し、2019年５月７日から2019年６月30日までの期間

に自己株式27,500株を取得いたしました。 この他、2019年６月30日までの単元未満株式の買取りにより、当第

１四半期会計期間末日現在の自己株式数は45,794株となっております。

 

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(2019年４月１日から2019年

６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2019年４月１日から2019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
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,538,389 1,682,573

  受取手形及び売掛金 ※1  12,941,859 ※1  12,211,499

  電子記録債権 ※1  544,155 ※1  631,013

  商品及び製品 134,487 138,942

  仕掛品 70,357 127,035

  原材料及び貯蔵品 289,278 300,138

  短期貸付金 920,910 939,630

  その他 388,670 465,113

  貸倒引当金 △53,657 △54,607

  流動資産合計 16,774,450 16,441,339

 固定資産   

  有形固定資産   

   リース用資産（純額） 9,032,679 9,235,957

   建物及び構築物（純額） 2,234,829 2,203,557

   土地 ※2  5,249,535 ※2  5,249,535

   リース資産（純額） 135,218 122,813

   建設仮勘定 137,189 191,948

   その他（純額） 371,609 360,009

   有形固定資産合計 17,161,061 17,363,821

  無形固定資産 202,974 204,999

  投資その他の資産   

   投資有価証券 145,018 135,603

   退職給付に係る資産 105,290 135,926

   繰延税金資産 46,920 39,518

   その他 169,284 170,046

   投資その他の資産合計 466,513 481,095

  固定資産合計 17,830,550 18,049,916

 資産合計 34,605,000 34,491,256
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※1  1,812,748 ※1  1,448,735

  電子記録債務 ※1  1,612,518 ※1  1,948,135

  短期借入金 4,999,993 5,471,664

  リース債務 44,484 41,716

  未払法人税等 36,748 11,888

  前受リース収益 4,179,112 4,247,517

  賞与引当金 207,968 119,887

  役員賞与引当金 20,120 11,070

  設備関係支払手形 ※1  37,037 ※1  64,673

  その他 ※1  1,109,275 ※1  1,417,686

  流動負債合計 14,060,007 14,782,975

 固定負債   

  長期借入金 4,533,079 4,064,822

  リース債務 90,734 81,096

  繰延税金負債 50,200 51,279

  役員退職慰労引当金 108,200 32,900

  長期未払金 4,068 82,169

  その他 366,949 311,800

  固定負債合計 5,153,231 4,624,067

 負債合計 19,213,238 19,407,043

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 8,032,668 8,032,668

  資本剰余金 5,664,939 5,667,807

  利益剰余金 1,062,405 846,044

  自己株式 △34,047 △80,197

  株主資本合計 14,725,966 14,466,323

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 32,686 25,962

  為替換算調整勘定 101,321 135,314

  退職給付に係る調整累計額 42,535 38,586

  その他の包括利益累計額合計 176,543 199,863

 非支配株主持分 489,251 418,025

 純資産合計 15,391,762 15,084,212

負債純資産合計 34,605,000 34,491,256
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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 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

売上高 3,326,765 3,097,211

売上原価 2,796,285 2,643,326

売上総利益 530,480 453,885

販売費及び一般管理費 558,591 543,435

営業損失（△） △28,110 △89,550

営業外収益   

 受取利息 10,498 13,610

 スクラップ売却益 2,278 2,593

 為替差益 4,406 4,693

 その他 6,571 8,915

 営業外収益合計 23,755 29,812

営業外費用   

 支払利息 10,934 11,068

 支払手数料 4,114 4,086

 その他 2,148 406

 営業外費用合計 17,197 15,561

経常損失（△） △21,552 △75,298

特別利益   

 固定資産売却益 - 59

 補助金収入 10,000 -

 特別利益合計 10,000 59

特別損失   

 固定資産除却損 4,925 185

 固定資産売却損 294 -

 固定資産圧縮損 10,000 -

 特別損失合計 15,220 185

税金等調整前四半期純損失（△） △26,773 △75,424

法人税、住民税及び事業税 16,769 20,975

法人税等調整額 1,757 13,184

法人税等合計 18,527 34,160

四半期純損失（△） △45,300 △109,584

非支配株主に帰属する四半期純利益 2,752 2,494

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △48,053 △112,079
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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 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

四半期純損失（△） △45,300 △109,584

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 737 △6,765

 為替換算調整勘定 △45,994 37,309

 退職給付に係る調整額 △7,197 △3,948

 その他の包括利益合計 △52,455 26,595

四半期包括利益 △97,755 △82,989

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △95,312 △88,759

 非支配株主に係る四半期包括利益 △2,443 5,769
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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 2019年４月１日 至 2019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　2019年４月１日　至　2019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　2019年４月１日　至　2019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　2019年４月１日　至　2019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　期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済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

等が、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
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

受取手形 36,874千円 20,416千円

電子記録債権 7,021千円 16,326千円

支払手形 68,131千円 53,136千円

設備関係支払手形 11,360千円 13,298千円

電子記録債務 259,463千円 349,478千円

営業外電子記録債務（流動負債その他） 10,931千円 27,170千円
 

 

※２　圧縮記帳額

補助金の受入れにより、有形固定資産の取得価額から直接減額された圧縮記帳額は次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

土地 10,000千円 10,000千円
 

 

EDINET提出書類

東海リース株式会社(E04800)

四半期報告書

11/15



 

(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 2018年４月１日
至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

減価償却費 361,846千円 376,966千円
 

 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自　2018年４月１日　至　2018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

2018年６月28日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 208,583 60 2018年３月31日 2018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　2019年４月１日　至　2019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

2019年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 104,281 30 2019年３月31日 2019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。
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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 2018年４月１日 至 2018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 3,305,123 21,642 3,326,765 ― 3,326,765

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

37 54,496 54,534 △54,534 ―

計 3,305,161 76,139 3,381,300 △54,534 3,326,765

セグメント損失(△) △11,486 △13,564 △25,051 △3,059 △28,110
 

（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 2019年４月１日 至 2019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 3,067,759 29,451 3,097,211 ― 3,097,211

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 71,979 71,979 △71,979 ―

計 3,067,759 101,430 3,169,190 △71,979 3,097,211

セグメント損失(△) △76,872 △5,274 △82,146 △7,403 △89,550
 

（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、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 2018年４月１日
至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

１株当たり四半期純損失金額（△）(円) △13.82 △32.37

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）(千円) △48,053 △112,079

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
四半期純損失金額（△）(千円)

△48,053 △112,079

普通株式の期中平均株式数(株) 3,476,346 3,462,435
 

(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、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。

 
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

 
 

 

2019年８月７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 ㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 伊　　東　　昌　　一 ㊞

 

 

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2019年４月１日から2020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(2019年４月１日から2019年６

月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2019年４月１日から2019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2019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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