
 

 

 

   

 

 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 
  

 

  

 

 
  

 
    

   

 

 
  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 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、後述の「5. 種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

   決算期変更により、平成22年12月期は、11ケ月11日の変則決算（平成22年１月21日～平成22年12月31日）とな

りますので、平成23年12月期の通期業績予想の対前期増減率については記載しておりません。 

平成23年12月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
平成23年11月10日

上 場 会 社 名 中道リース株式会社 上場取引所 札

コ ー ド 番 号 8594 URL http://www.nakamichi-leasing.co.jp/

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)関   寛
問合せ先責任者 (役職名)執行役員 経営主計室室長 (氏名)池 田  浩 TEL  (011)280－2266

四半期報告書提出予定日 平成23年11月11日 配当支払開始予定日 ─

(百万円未満四捨五入)

1. 平成23年12月期第３四半期の業績（平成23年１月１日～平成23年９月30日）

 (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 ％

23年12月期第３四半期 22,237 △2.3 406 △25.5 409 △25.6 118 △62.2

22年12月期第３四半期 22,752 △2.0 545 152.2 550 160.0 313 △66.5

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

23年12月期第３四半期 15 99 6 23

22年12月期第３四半期 42 33 12 61

 (2) 財政状態

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

23年12月期第３四半期 80,984 6,667 8.2 686 05

22年12月期 80,640 6,850 8.5 676 27

(参考) 自己資本 23年12月期第３四半期 6,667百万円 22年12月期 6,850百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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12月期 ─ ─ ─ 5 00 5 00

23年12月期 ─ ─ ─

23年12月期(予想) 5 00 5 00

3. 平成23年12月期の業績予想（平成23年１月１日～平成23年12月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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

通期 30,000 ― 480 ― 480 ― 200 ― 27 07

M_Toda
スタンプ



  

 
(注) 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の有無となります。 

 

 
(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

  

  

  

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりませ

ん。 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が

あります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「(3)業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

4. その他（詳細は、【添付資料】Ｐ．４「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年12月期３Ｑ 8,679,800株 22年12月期 8,679,800株

② 期末自己株式数 23年12月期３Ｑ 1,293,399株 22年12月期 1,291,963株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期３Ｑ 7,387,194株 22年12月期３Ｑ 7,389,128株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



  

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は以下のとおりです。 

 
  

5．種類株式の配当の状況

Ａ種優先株式
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12月期 ─ ─ ─ 30 00 30 00

23年12月期 ─ ─ ─

23年12月期(予想) 30 00 30 00
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当第３四半期会計期間の国内経済は、東日本大震災の影響で落ち込んだ企業の生産活動や個人消費に

回復の兆しが見受けられるものの、資源価格の高騰や円高傾向が継続しており、景気全体の先行きは未

だ不透明な状態が続いています。 

 また、社団法人リース事業協会統計によるリース取扱高の動きにも力強さは無く、リース業界にお

ける経営環境は、依然として厳しい状況が続いております。  

このような状況の中、当社は組織の有機的連携を一層強化し、より効率的な営業活動を継続してまい

りました。 

その結果、当第３四半期累計期間における新規受注高は23,288百万円（前年同四半期比27.4%増）と

なりました。 

損益面では、当第３四半期累計期間の売上高は22,237百万円（同2.3％減）、営業利益は406百万円

（同25.5％減）、経常利益は409百万円（同25.6％減）となりました。四半期純利益は、資産除去債務

に関する会計基準の適用による損失及び東日本大震災による損失等を特別損失に計上したことにより、

118百万円（同62.2％減）となりました。 

当第３四半期累計期間におけるセグメントの業績は以下のとおりであります。 

なお、第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第 

17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基 

準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

［リース・割賦・営業貸付］ 

リース・割賦・営業貸付の新規受注高は20,902百万円、営業資産残高は55,507百万円となりました。

また、売上高は20,173百万円、セグメント利益は167百万円となりました。 

  

［不動産賃貸］ 

不動産賃貸の新規受注高は376百万円、営業資産残高は11,900百万円となりました。また、売上高は 

1,965百万円、セグメント利益は543百万円となりました。 

  

［その他］ 

その他の新規受注高は2,010百万円、営業資産残高は919百万円となりました。また、売上高は99百万

円、セグメント利益は24百万円となりました。 

  

当第３四半期会計期間末の総資産は、前期末比344百万円増加し80,984百万円となりました。これは

主に割賦債権・営業貸付金の増加によるものです。 

負債合計は、前期末比527百万円増加し74,317百万円となりました。これは主に買掛金・借入金の増

加によるものです。 

純資産合計は、前期末比183百万円減少して6,667百万円となりました。これは主に利益剰余金の減少

によるものです。 

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報
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平成23年３月11日に発生いたしました東日本大震災により、当社の営業地域である東北地方及び関東

地方が被害を受けたことに伴い、当第３四半期累計期間におきましては現時点で入手可能な情報に基づ

き災害による損失を計上しておりますが、平成23年12月期の通期業績予想につきましては、現時点では

修正しておりません。今後、他の要因も含め業績予想の修正が必要となった場合には速やかに開示いた

します。 

(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 

 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。 

  

資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」 (企業会計基準18号 平成20年３月31

日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日)を適用しております。 

これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ16,480千円減少し、税引前四半期純利益は127,368千

円減少しております。 

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末
(平成23年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,552,406 7,702,872

受取手形 29,593 128,447

割賦債権 18,546,864 18,026,330

リース債権及びリース投資資産 35,433,835 35,766,716

営業貸付金 2,523,366 1,958,339

その他の営業貸付債権 435,561 174,454

賃貸料等未収入金 1,807,983 1,510,087

その他の流動資産 665,427 593,303

貸倒引当金 △540,606 △677,551

流動資産合計 65,454,429 65,182,997

固定資産

有形固定資産

賃貸資産 12,473,609 12,174,364

社用資産 99,987 101,346

有形固定資産合計 12,573,596 12,275,710

無形固定資産 179,146 92,047

投資その他の資産

その他の投資 2,975,734 3,264,986

貸倒引当金 △211,984 △211,831

投資その他の資産合計 2,763,749 3,053,155

固定資産合計 15,516,491 15,420,912

繰延資産 13,419 36,482

資産合計 80,984,339 80,640,391

負債の部

流動負債

支払手形 947,972 1,073,808

買掛金 2,528,750 1,505,402

短期借入金 5,583,600 4,427,500

1年内返済予定の長期借入金 20,406,995 20,178,721

1年内償還予定の社債 2,956,000 1,106,000

1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務 825,000 837,000

未払法人税等 44,681 247,490

割賦未実現利益 1,098,275 1,018,794

役員賞与引当金 － 20,000

賞与引当金 70,218 37,168

災害損失引当金 18,500 －

その他の流動負債 1,091,301 1,607,741

流動負債合計 35,571,293 32,059,623
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末
(平成23年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年12月31日)

固定負債

社債 201,000 3,024,000

長期借入金 30,218,728 30,286,920

債権流動化に伴う長期支払債務 715,000 266,000

退職給付引当金 13,324 13,187

受取保証金 6,423,193 6,647,486

資産除去債務 346,847 －

その他の固定負債 827,502 1,492,979

固定負債合計 38,745,595 41,730,572

負債合計 74,316,888 73,790,195

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 2,440,079 2,612,921

自己株式 △219,460 △219,259

株主資本合計 6,655,479 6,828,523

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 16,362 30,100

繰延ヘッジ損益 △4,390 △8,426

評価・換算差額等合計 11,972 21,674

純資産合計 6,667,451 6,850,196

負債純資産合計 80,984,339 80,640,391
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(2) 四半期損益計算書

【第３四半期累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期累計期間
(自 平成22年１月21日
至 平成22年10月20日)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 22,752,126 22,236,530

売上原価 20,818,310 20,480,602

売上総利益 1,933,816 1,755,929

販売費及び一般管理費 1,388,624 1,350,011

営業利益 545,192 405,918

営業外収益

受取利息 332 274

受取配当金 15,565 16,254

匿名組合投資利益 5,823 5,492

その他の営業外収益 829 349

営業外収益合計 22,549 22,370

営業外費用

支払利息 16,889 17,030

その他の営業外費用 823 2,229

営業外費用合計 17,712 19,260

経常利益 550,029 409,028

特別利益

償却債権取立益 1,780 9,868

特別利益合計 1,780 9,868

特別損失

投資有価証券売却損 － 6,930

投資有価証券評価損 － 10,757

固定資産除売却損 － 24

災害による損失 － 53,145

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 110,888

特別損失合計 － 181,743

税引前四半期純利益 551,809 237,154

法人税、住民税及び事業税 272,561 202,355

法人税等調整額 △33,510 △83,298

法人税等合計 239,052 119,057

四半期純利益 312,757 118,097
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【第３四半期会計期間】

(単位：千円)

前第３四半期会計期間
(自 平成22年７月21日
至 平成22年10月20日)

当第３四半期会計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 7,581,539 7,658,994

売上原価 6,961,402 7,085,741

売上総利益 620,136 573,253

販売費及び一般管理費 430,221 486,461

営業利益 189,915 86,791

営業外収益

受取利息 102 77

受取配当金 1,680 1,701

匿名組合投資利益 3,051 2,827

その他の営業外収益 94 96

営業外収益合計 4,927 4,701

営業外費用

支払利息 5,762 5,614

その他の営業外費用 236 50

営業外費用合計 5,998 5,664

経常利益 188,844 85,829

特別利益

償却債権取立益 694 1,577

特別利益合計 694 1,577

特別損失

投資有価証券評価損 － 253

災害による損失 － △985

特別損失合計 － △733

税引前四半期純利益 189,538 88,139

法人税、住民税及び事業税 111,791 70,857

法人税等調整額 △29,810 △29,236

法人税等合計 81,981 41,621

四半期純利益 107,556 46,517
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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３四半期累計期間
(自 平成22年１月21日
至 平成22年10月20日)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30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 551,809 237,154

賃貸資産減価償却費 696,978 720,133

社用資産減価償却費 30,878 41,477

賃貸資産処分損益（△は益） △46,454 △24,801

貸倒引当金の増減額（△は減少） △64,380 △136,792

災害損失引当金の増減額（△は減少） － 18,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,720 137

賞与引当金の増減額（△は減少） 36,905 13,051

投資有価証券売却損益（△は益） － 6,930

投資有価証券評価損益（△は益） － 10,757

匿名組合投資損益（△は益） － △5,492

受取利息及び受取配当金 △15,897 △16,528

資金原価及び支払利息 976,834 993,989

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 110,888

リース債務の増減額（△は減少） △295,888 △386,046

割賦債権の増減額（△は増加） △329,860 △927,432

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は
増加）

1,915,655 △149,773

営業貸付金の増減額（△は増加） 292,064 △826,134

未収入金の増減額（△は増加） － △297,896

賃貸資産の取得による支出 △1,464,147 △730,815

賃貸資産の売却による収入 151,292 119,241

固定化営業債権の増減額（△は増加） － 109,692

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △66,363 △224,293

仕入債務の増減額（△は減少） 2,082,432 897,512

前受金の増減額（△は減少） － 14,027

その他 247,981 △155,248

小計 4,707,559 △587,762

利息及び配当金の受取額 17,797 17,381

利息の支払額 △926,569 △997,015

法人税等の支払額 △261,992 △399,515

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,536,796 △1,966,911
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(単位：千円)

前第３四半期累計期間
(自 平成22年１月21日
至 平成22年10月20日)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日)

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 △107,000 －

投資有価証券の売却による収入 88 70

出資金の分配による収入 3,596 4,543

無形固定資産の取得による支出 △20,305 △124,418

社用資産の取得による支出 △220 △936

定期預金の預入による支出 △531,000 △541,000

定期預金の払戻による収入 660,000 444,000

その他 1,963 397

投資活動によるキャッシュ・フロー 7,122 △217,344

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） 824,500 1,156,100

長期借入れによる収入 13,577,441 17,062,830

長期借入金の返済による支出 △15,524,929 △16,455,000

債権流動化による収入 － 1,332,000

債権流動化の返済による支出 △826,807 △895,000

社債の償還による支出 △1,065,000 △973,000

自己株式の取得による支出 △400,458 △200,201

配当金の支払額 △107,455 △90,939

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,522,709 936,790

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 21,209 △1,247,465

現金及び現金同等物の期首残高 5,735,061 7,377,872

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,756,270 6,130,406
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該当事項はありません。 

  

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。 

当社は、事業の特性から区分される事業部門別の営業体制を採用しております。したがって当社は事

業部門に応じて、「リース・割賦・営業貸付」、「不動産賃貸」の２つを報告セグメントとしておりま

す。 

「リース・割賦・営業貸付」は機械設備等各種物品の賃貸業務、商業設備、土木建設機械、輸送用機

器等の割賦販売業務及び金銭の貸付業務等を行っております。「不動産賃貸」は商業施設等を対象とし

た不動産賃貸業務等を行っております。 

  

２．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 

当第３四半期累計期間(自  平成 23年１月１日  至  平成23年９月30日) 

 
(注)  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、メディカルサポート事業等を含んで

おります。 

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項) 

 
(注)  全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計
リース・割賦・

営業貸付
不動産賃貸 計

売上高

  外部顧客への売上高 20,172,809 1,964,622 22,137,431 99,099 22,236,530

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 20,172,809 1,964,622 22,137,431 99,099 22,236,530

セグメント利益 166,819 543,421 710,240 24,078 734,318

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 710,240

「その他」の区分の利益 24,078

セグメント間取引消去 ―

全社費用(注) △328,400

四半期損益計算書の営業利益 405,918
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４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

(追加情報) 

第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(7) 重要な後発事象

当第３四半期累計期間
（自 平成23年１月１日  至 平成23年９月30日）

（社債の発行）

 当社は平成23年10月17日開催の取締役会決議に基づき、次のとおりユーロドル建銀行保証付普通社債を発行い
たしました。

（１）発行価額 社債額面金額の100％

（２）発行総額 ２千５百万ドル（約20億円）

（３）利率  米ドル６ヶ月Libor＋1.80％の変動金利

（４）償還日 平成28年10月28日

（５）償還方法 満期一括償還

（６）発行年月日 平成23年10月28日

（７）担保及び保証の内容 みずほコーポレート銀行による保証

（８）資金使途 一般事業資金
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