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1.  平成22年12月期第1四半期の業績（平成22年1月21日～平成22年4月20日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年12月期第1四半期 7,528 △6.1 165 63.9 162 60.6 91 △89.2
22年1月期第1四半期 8,020 ― 101 ― 101 ― 848 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年12月期第1四半期 12.38 3.46
22年1月期第1四半期 101.95 37.85

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年12月期第1四半期 80,187 7,152 8.9 649.87
22年1月期 81,379 7,158 8.8 641.03

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  7,152百万円 22年1月期  7,158百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当の状況について 
 は、３ページ「5． 種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年1月期 ― ― ― 5.00 5.00
22年12月期 ―
22年12月期 

（予想）
― ― 5.00 5.00

3.  平成22年12月期の業績予想（平成22年1月21日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 平成22年４月８日開催の第38回定時株主総会にて承認された「決算期の変更」による影響額は考慮しておりません。 
 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 3．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

14,800 △5.2 220 528.6 240 352.8 120 △85.4 16.24

通期 29,400 △4.9 410 31.4 420 37.7 210 △79.2 18.87
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。] 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期第1四半期 8,679,800株 22年1月期  8,679,800株
② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期 1,290,451株 22年1月期  1,288,783株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年12月期第1四半期 7,389,900株 22年1月期第1四半期 8,322,220株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性がありま
す。 
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普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳及び配当金総額は以下のとおりで

す。 

 
  

5．種類株式の配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

Ａ種優先株式

22年１月期 ─ ─ ─ 30 00 30 00

22年12月期 ─ ─ ─ ─

22年12月期(予想) ─ ─ ─ 30 00 30 00
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平成22年12月期第１四半期累計期間における経営成績は次のとおりとなりました。 

営業面では、営業部門の組織体制を変更し、きめ細かな営業活動に努めてまいりましたが、当社主力

業界である内需関連産業において依然として厳しさが続いております。 

その結果、当第１四半期累計期間における新規受注高は4,291百万円(前年同四半期比65.9％増)とな

りました。 

収入面では、当第１四半期累計期間の売上高は7,528百万円(同6.1％減)、営業利益は165百万円(同

63.9％増)、経常利益は162百万円(同60.6％増)、四半期純利益は91百万円(同89.2％減)となりました。

当第１四半期累計期間における新規受注高の実績を事業の部門別セグメントごとに示すと、次の通りで

あります。 

 
  

当第１四半期会計期間末の総資産は、前期末比1,192百万円減少して80,187百万円となりました。こ

れは主に割賦債権・リース投資資産の減少によるものです。 

負債合計は、前期末比1,186百万円減少して73,035百万円となりました。これは主に借入金の減少に

よるものです。 

純資産合計は、前期末比６百万円減少して7,152百万円となりました。これは主に利益剰余金の減少

によるものです。 

  

当社は、平成22年４月８日開催の第38回定時株主総会において「定款一部変更の件」を付議し、決算日

を１月20日から12月31日とすることについて承認されております。これに伴い第39期事業年度は、平成22

年１月21日から平成22年12月31日までの11ケ月11日の変則決算となりますが、現時点においては、平成22

年３月３日に公表いたしました業績予想を修正しておりません。 

なお、上記の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

業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

物品賃貸事業 2,342百万円

不動産賃貸事業 ─百万円

割賦販売事業 1,829百万円

営業貸付事業 120百万円

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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1．簡便な会計処理 

①法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予想やタ

ックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

2．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

4. その他

(１)簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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5. 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成22年４月20日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年１月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,184,793 6,222,061

受取手形 39,761 52,712

割賦債権 17,625,252 18,172,151

リース債権及びリース投資資産 38,002,753 39,489,166

営業貸付金 2,053,149 2,339,778

その他の営業貸付債権 226,768 223,968

賃貸料等未収入金 658,821 404,005

その他の流動資産 577,677 563,436

貸倒引当金 △707,511 △673,945

流動資産合計 65,661,462 66,793,332

固定資産

有形固定資産

賃貸資産 10,962,365 11,039,579

社用資産 103,984 104,932

有形固定資産合計 11,066,349 11,144,511

無形固定資産 100,468 106,051

投資その他の資産

その他の投資 3,561,468 3,552,527

貸倒引当金 △257,667 △280,384

投資その他の資産合計 3,303,800 3,272,143

固定資産合計 14,470,617 14,522,705

繰延資産 54,582 62,593

資産合計 80,186,662 81,378,629

負債の部

流動負債

支払手形 316,090 513,945

買掛金 2,323,833 1,020,322

短期借入金 3,545,000 3,970,000

1年内返済予定の長期借入金 19,247,840 19,483,286

1年内償還予定の社債 1,102,500 1,165,000

1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務 1,086,000 1,093,000

未払法人税等 91,408 180,016

割賦未実現利益 1,045,457 1,090,589

役員賞与引当金 － 20,000

賞与引当金 47,811 10,000

その他の流動負債 1,826,053 1,590,859

流動負債合計 30,631,992 30,137,016
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成22年４月20日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年１月20日)

固定負債

社債 3,510,000 3,930,000

長期借入金 29,531,604 30,303,954

債権流動化に伴う長期支払債務 834,000 1,107,807

退職給付引当金 9,209 4,232

受取保証金 6,675,571 6,763,012

その他の固定負債 1,842,194 1,974,227

固定負債合計 42,402,578 44,083,232

負債合計 73,034,570 74,220,249

純資産の部

株主資本

資本金 2,297,430 2,297,430

資本剰余金 2,137,430 2,137,430

利益剰余金 2,882,869 2,898,841

自己株式 △218,996 △218,744

株主資本合計 7,098,733 7,114,957

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 72,569 61,509

繰延ヘッジ損益 △19,211 △18,086

評価・換算差額等合計 53,359 43,423

純資産合計 7,152,092 7,158,381

負債純資産合計 80,186,662 81,378,629
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成21年１月21日
至 平成21年４月20日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年１月21日
至 平成22年４月20日)

売上高 8,020,153 7,528,151

売上原価 7,345,282 6,881,177

売上総利益 674,871 646,974

販売費及び一般管理費 574,155 481,900

営業利益 100,716 165,074

営業外収益

受取利息 90 112

匿名組合投資利益 4,796 2,772

その他の営業外収益 273 131

営業外収益合計 5,159 3,016

営業外費用

支払利息 4,737 5,350

その他の営業外費用 40 398

営業外費用合計 4,777 5,748

経常利益 101,097 162,343

特別利益

リース会計基準の適用に伴う影響額 1,334,339 －

償却債権取立益 － 492

その他 3,232 －

特別利益合計 1,337,571 492

特別損失

ゴルフ会員権評価損 1,600 －

特別損失合計 1,600 －

税引前四半期純利益 1,437,068 162,834

法人税、住民税及び事業税 4,599 86,472

法人税等調整額 583,999 △15,121

法人税等合計 588,599 71,351

四半期純利益 848,470 91,483
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成21年１月21日
至 平成21年４月20日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年１月21日
至 平成22年４月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 1,437,068 162,834

賃貸資産減価償却費 250,039 221,746

社用資産減価償却費 11,221 10,835

賃貸資産処分損益（△は益） △30,269 △16,045

貸倒引当金の増減額（△は減少） 41,192 10,849

退職給付引当金の増減額（△は減少） － 4,977

賞与引当金の増減額（△は減少） 36,852 17,811

投資有価証券売却損益（△は益） △3,102 －

受取利息及び受取配当金 △90 △112

資金原価及び支払利息 404,941 327,397

リース会計基準の適用に伴う影響額 △1,334,339 －

リース債務の増減額（△は減少） △204,495 △97,852

割賦債権の増減額（△は増加） 2,123,520 501,036

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は
増加）

2,561,065 1,064,824

営業貸付金の増減額（△は増加） 175,483 283,829

賃貸資産の取得による支出 － △30,377

賃貸資産の売却による収入 35,270 37,474

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △76,419 △87,441

仕入債務の増減額（△は減少） △2,700,990 1,105,656

その他 773,256 260,179

小計 3,500,203 3,777,619

利息及び配当金の受取額 1,566 763

利息の支払額 △340,752 △237,816

法人税等の支払額 △7,944 △164,820

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,153,072 3,375,746

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △35,213 △107,000

投資有価証券の売却による収入 17,622 －

出資金の分配による収入 4,886 1,755

無形固定資産の取得による支出 － △3,645

定期預金の預入による支出 △190,000 △175,000

定期預金の払戻による収入 228,000 144,000

その他 △2,404 △314

投資活動によるキャッシュ・フロー 22,891 △140,204
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(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成21年１月21日
至 平成21年４月20日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年１月21日
至 平成22年４月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 650,000 △425,000

長期借入れによる収入 1,688,420 3,772,654

長期借入金の返済による支出 △4,911,309 △4,780,449

債権流動化の返済による支出 △645,937 △280,807

社債の償還による支出 △482,500 △482,500

自己株式の取得による支出 △216 △252

配当金の支払額 △112,792 △107,455

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,814,335 △2,303,810

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △638,371 931,731

現金及び現金同等物の期首残高 6,370,599 5,735,061

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,732,228 6,666,793
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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