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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】

提出会社の経営指標等

 

回次
第45期

第１四半期累計期間
第46期

第１四半期累計期間
第45期

会計期間
自 平成28年１月１日
至 平成28年３月31日

自 平成29年１月１日
至 平成29年３月31日

自 平成28年１月１日
至 平成28年12月31日

売上高 (千円) 9,054,940 9,448,251 36,350,234

経常利益 (千円) 127,825 203,314 649,633

四半期(当期)純利益 (千円) 145,154 130,247 475,501

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 2,297,430 2,297,430 2,297,430

発行済株式総数
(内、普通株式)
(内、Ａ種優先株式)

(千株)
 
 

9,470 9,130 9,130
(8,680) (8,680) (8,680)
(790) (450) (450)

純資産額 (千円) 6,967,166 7,102,783 7,073,830

総資産額 (千円) 105,208,200 111,315,765 113,851,915

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 19.53 17.70 62.61

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 13.61 14.16 46.76

１株当たり配当額
 
 
 

(円)
 
 
 

普通株式
―

普通株式
―

普通株式
7.00

Ａ種優先株式
―

Ａ種優先株式
―

Ａ種優先株式
30.00

自己資本比率 (％) 6.6 6.4 6.2
 

(注) １  売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　持分法を適用した場合の投資利益については、持分法を適用すべき重要な関連会社が存在しないため記載し

ておりません。

３　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る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。

４　第45期の１株当たり配当額7円には、創立45周年記念配当1円50銭が含まれております。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、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。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、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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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】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

　

(1)業績の状況

① 経営成績に関する分析

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、「アベノミクス景気」が戦後３番目の長さまで継続し、円安によ

る企業の収益増や公共事業が景気を支え、企業業績や雇用・所得環境の改善が続いております。しかしながら、新

興国の景気減速、英国のＥＵ離脱問題および米国の政策方針等、海外経済の不確実性の高まりによる国内景気への

影響が懸念され、依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような状況の中、当社は、営業部門におきましては、群馬県を主たる営業エリアとする高崎支店の新設や、

発足から６年を経過したバス事業特販課のバス関連営業部への昇格等、積極的に営業活動を展開してまいりまし

た。その結果、当第１四半期累計期間における新規受注高は10,304百万円（前年同四半期比16.0%増）となりまし

た。

損益面では、当第１四半期累計期間の売上高は9,448百万円（同4.3％増）、営業利益は208百万円（同56.0％

増）、経常利益は203百万円（同59.1％増）、四半期純利益は130百万円（同10.3％減）となりました。

　

② セグメントの業績

当第１四半期累計期間におけるセグメントの業績は次のとおりであります。なお、各セグメントにおける売上高

については「外部顧客に対する売上高」の金額、セグメント利益については報告セグメントの金額を記載しており

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10,239百万円（前年同四半期比16.1％増）、営業資産残高は83,057百万

円（前期末比2.3％増）となりました。また、売上高は8,637百万円（前年同四半期比4.7％増）、セグメント利益

は108百万円（同117.7％増）となりました。

　

［不動産賃貸］

不動産賃貸の新規受注高は65百万円（前年同四半期比19.4％増）、営業資産残高は13,605百万円（前期末比

1.2％減）となりました。また、売上高は799百万円（前年同四半期比1.3％増）、セグメント利益は233百万円（同

14.9％増）となりました。

　

［その他］

その他の新規受注高はありませんでした（前年同四半期は7百万円）。営業資産残高は128百万円（前期末比

5.7％減）となりました。また、売上高は13百万円（前年同四半期比39.8％減）、セグメント利益は4百万円（同

10.2％増）となりました。

　

③ 財政状態に関する分析

当第１四半期会計期間末の総資産は、前期末比2,536百万円減少し111,316百万円となりました。これは主に現金

及び預金の減少によるものです。

負債合計は、前期末比2,565百万円減少し104,213百万円となりました。これは主に長期借入金の減少によるもの

です。

純資産合計は、前期末比29百万円増加し7,103百万円となりました。これは主に利益剰余金の増加によるもので

す。
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(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更及び新たに発生

した課題はありません。

　

(3) 営業取引の状況

①契約実行高

セグメントの名称

当第１四半期累計期間

金額（千円） 前年同四半期比（％）

リース・割賦・
営業貸付事業

ファイナンス・リース 6,207,496 116.8

オペレーティング・リース ― ―

割賦販売事業 5,306,809 157.8

営業貸付事業 354,149 155.2

リース・割賦・営業貸付事業計 11,868,454 133.3

不動産賃貸事業 6,761 1.1

その他 ― ―

合計 11,875,214 125.0
 

(注)　ファイナンス・リース及び不動産賃貸事業については取得した資産の購入金額、割賦販売事業については実行

時の割賦債権から割賦未実現利益を控除した額、オペレーティング・リースについては賃貸物件の取得価額

を表示しております。なお、再リース取引の実行額は含んでおりません。

 
②営業資産残高　

セグメントの名称

前事業年度末
(平成28年12月末日)

当第１四半期会計期間末
(平成29年12月期第１四半期)

期末残高(千円) 構成比(％) 期末残高(千円) 構成比(％)

リース・割賦・
営業貸付事業

ファイナンス・リース 55,714,053 58.6 56,751,798 58.6

オペレーティング・リース 363,057 0.4 359,979 0.4

割賦販売事業 23,079,129 24.3 23,775,450 24.6

営業貸付事業 2,037,973 2.1 2,169,495 2.2

リース・割賦・営業貸付事業計 81,194,212 85.4 83,056,722 85.8

不動産賃貸事業 13,776,843 14.5 13,604,777 14.1

その他 135,563 0.1 127,781 0.1

合計 95,106,619 100.0 96,789,280 100.0
 

(注) １　リース・割賦・営業貸付事業のうち、ファイナンス・リースについてはリース債権及びリース投資資産残高

を、オペレーティング・リースについては賃貸物品の帳簿価額を表示しております。

２　割賦販売事業については割賦債権から割賦未実現利益を控除した額を表示しております。
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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 27,000,000

Ａ種優先株式 3,000,000

計 30,000,000
 

(注)　「普通株式または優先株式につき消却があった場合でも、これに相当する株式数は減じない。」旨を定款に定

めております。

 

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29年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年５月15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 8,679,800 8,679,800 札幌証券取引所
(注１，３)
単元株式数　(注２)

Ａ種優先株式
(行使価額修正条項
付新株予約権付社債
券等)

450,000 450,000 ―
(注３，４，５，６，７，８)
単元株式数　1,000株

計 9,129,800 9,129,800 ― ―
 

(注) １　権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

２　当社は、平成29年２月14日開催の取締役会において、単元株式数の変更及び定款の一部変更を決議しまし

た。これに伴い、平成29年４月１日を効力発生日として、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更し

ております。従いまして、単元株式数は当第１四半期会計期間末現在では1,000株、提出日現在では100株

であります。

３　当社は、普通株式とＡ種優先株式で異なる単元株式数を定めております。普通株式は投資家にとってより

投資がしやすい環境を整えること並びに当社株式の流動性の向上及び投資家層の更なる拡大を図るため100

株とし、Ａ種優先株式は強固な経営基盤・財務基盤の確立を目指して資本増強を図るため1,000株としてお

ります。

４　Ａ種優先株式の行使価額修正条項付新株予約権付社債券等としての特質は次のとおりであります。

(１) 普通株式の株価の下落により、Ａ種優先株式の取得価額が下方に修正された場合に、同優先株式の取得

請求権の行使により交付される普通株式の数が修正前と比べて増加する定めがあります。

(２) 取得価額の修正の基準及び頻度

① 修正の基準

転換請求期間の初日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の札幌証券取引所における当会社の普通株式

の普通取引の毎日の終値(気配値表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)

② 修正の頻度

１年に２回(平成26年１月21日から平成32年12月31日までのうち、毎年２月１日及び８月１日)

(３) 取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

① 取得価額の下限

131円42銭

② 取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

3,424,136株（平成29年４月30日現在におけるＡ種優先株式の発行済株式総数に基づき算定）

(４) 当会社の決定によるＡ種優先株式の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項の有無

当会社は、平成21年１月21日から平成32年12月31日までのうち、毎年６月１日から６月30日の期間内また

は12月１日から12月31日の期間内において、法令の範囲内で、Ａ種優先株式の全部または一部を金銭を対

価として取得することができます。
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５　Ａ種優先株式の内容は、次のとおりであります。

(１) 優先配当金

①　当会社は、剰余金の配当を行うときは、Ａ種優先株式を有する株主(以下「Ａ種優先株主」という。)ま

たはＡ種優先株式の登録株式質権者(以下「Ａ種優先登録質権者」という。)に対し、普通株式を有する

株主(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録質権者」という。)

に先立ち、Ａ種優先株式１株につき30円を当該事業年度における上限として、発行に際して取締役会で

定める額の剰余金(以下「Ａ種優先配当金」という。)を配当する。

②　ある事業年度においてＡ種優先株主またはＡ種優先登録質権者に対して支払う剰余金の配当の額がＡ種

優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

③　ある事業年度においてＡ種優先株主またはＡ種優先登録質権者に対しては、Ａ種優先配当金を超えて剰

余金の配当は行わない。

(２) 残余財産の分配

当会社の残余財産を分配するときは、普通株主または普通登録質権者に先立ち、Ａ種優先株主またはＡ種

優先登録質権者に対し、Ａ種優先株式１株につき1,000円を支払う。

前記のほか、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録質権者に対しては残余財産の分配は行なわない。

(３) 金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)

Ａ種優先株主は、平成21年１月21日から平成32年12月31日までのうち、毎年５月１日から５月31日(当該日

が営業日でない場合には翌営業日)までの期間(以下「期末償還請求期間」という。)または11月１日から11

月30日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)までの期間(以下「中間償還請求期間」といい、期末償還

請求期間と中間償還請求期間を「償還請求期間」と総称する。)において、法令の範囲内で、Ａ種優先株式

の全部または一部につき、金銭を対価とする取得請求(以下「償還請求」という。)をすることができる。

当会社は、それぞれ、期末償還請求期間または中間償還請求期間満了の日から１ヶ月以内に、法令の定め

に従い、株式の取得および対価である金銭の交付(以下「償還」という。)の手続を行うものとする。但

し、各償還請求期間において法令の定める限度額を超えてその発行しているＡ種優先株式の株主からの償

還請求があった場合、各Ａ種優先株主が償還請求を行った株式数によるあん分比例の方式により決定し(但

し、各Ａ種優先株主毎にあん分比例の方式による計算の結果生ずることとなる１株未満の端数について

は、切捨てた数とする。)、あん分比例の方式により決定できない残余分についてはそれぞれ期末償還請求

期間または中間償還請求期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。また、取得の対

価として当会社がＡ種優先株主またはＡ種優先登録質権者に交付する金銭の額は、１株につき1,000円とす

る。

(４) 金銭を対価とする取得条項(強制償還)

当会社は、平成21年１月21日から平成32年12月31日までのうち、毎年６月１日から６月30日(当該日が営業

日でない場合には翌営業日)の期間(以下「期末強制償還期間」という。)内または12月１日から12月31日

(当該日が営業日でない場合には翌営業日)の期間(以下「中間強制償還期間」といい、期末強制償還期間と

中間強制償還期間を「強制償還期間」と総称する。)内において、法令の範囲内で、Ａ種優先株式の全部ま

たは一部を、金銭を対価として取得(以下「強制償還」という。)することができる。なお、一部のＡ種優

先株式についてのみ強制償還をするときは各Ａ種優先株主が有するＡ種優先株式の株式数によるあん分比

例の方式により決定し(但し、各Ａ種優先株主毎にあん分比例の方式による計算の結果生ずることとなる１

株未満の端数については、切捨てた数とする。)、あん分比例の方式により決定できない残余分については

それぞれ期末強制償還期間または中間強制償還期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定

する。取得の対価として当会社がＡ種優先株主またはＡ種優先登録質権者に交付する金銭の額は１株につ

き1,000円とする。

(５) 議決権

Ａ種優先株主は、当会社株主総会における議決権を有しない。

(６) 株式の併合又は分割、募集割当てを受ける権利等

①　当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、Ａ種優先株式について株式の併合または分割は行わな

い。

②　当会社は、Ａ種優先株主に対し、募集割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利

を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。

(７) 普通株式を対価とする取得請求権(転換予約権)

Ａ種優先株主は、以下に定める転換(以下において定義される。)を請求し得べき期間中、以下に定める転

換の条件で、当会社に対し、当会社の普通株式を対価として、その有するＡ種優先株式の取得(以下「転

換」という。)を請求することができる(以下、普通株式を対価とする取得請求権を「転換予約権」とい

う。)。

①　転換を請求し得べき期間

平成26年１月21日から平成32年12月31日までのうち、毎年２月１日から４月30日(当該日が営業日でない

場合には翌営業日)まで及び８月１日から10月31日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)まで(それ

ぞれ、以下「転換請求期間」という。)
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②　転換の条件

Ａ種優先株式は、下記の転換の条件で当会社の普通株式への転換を請求することができる。

イ．当初転換価額

最初の転換請求期間の初日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)における時価とする。なお、上

記「時価」とは、当該転換請求期間の初日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)に先立つ45取引

日目に始まる30取引日の証券会員制法人札幌証券取引所(以下「札幌証券取引所」という。)における

当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)と

し、その計算は円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を切り上げる。

ロ．転換価額の修正

転換価額は、最初の転換請求期間経過後の各転換請求期間において、Ａ種優先株式の全部または一部

について転換請求がなされる場合には、当該転換請求期間の初日(当該日が営業日でない場合には翌営

業日)における時価に修正されるものとし、転換価額は当該転換請求期間の初日(当該日が営業日でな

い場合には翌営業日)以降次回の転換請求期間の初日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)の前日

までの間、当該修正後の価額に修正される。但し、算出された価額が当初転換価額の70％相当額(以下

「下限転換価額」という。)を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とする。また、算出され

た価額が当初転換価額の130％相当額(以下「上限転換価額」という。)を上回るときは、修正後の転換

価額は上限転換価額とする。転換価額が転換請求期間の初日(当該日が営業日でない場合には翌営業

日)の前日までに、下記ハ．により調整された場合には、下限転換価額および上限転換価額についても

同様の調整を行うものとする。

上記「時価」とは、当該転換請求期間の初日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)に先立つ45取

引日目に始まる30取引日の札幌証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表

示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は円位未満小数第３位まで算出し、そ

の小数第３位を切り上げる。但し、当会社の普通株式が転換請求期間の初日(当該日が営業日でない場

合には翌営業日)に先立って札幌証券取引所において上場廃止された場合には、当会社の普通株式の上

場廃止の日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の札幌証券取引所における当会社の普通株式の普通

取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)とし、その計算は円位未満小

数第３位まで算出し、その小数第３位を切り上げる。

ハ．転換価額の調整

Ａ．Ａ種優先株式の発行後、次のａないしｃのいずれかに該当する場合には、転換価額を次に定める算

式(以下「転換価額調整式」という。)により調整する。
 

    既発行

普通株式数
＋

新規発行普通株式数×１株当たり払込金額

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×
１株当たり時価

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数
 

 

ａ．転換価額調整式に使用する１株当たり時価を下回る払込金額または処分価額をもって、普通株式を

発行または当会社が有する普通株式(以下「自己株式」という。)を処分する場合(但し、株式分

割、転換予約権付株式の転換または新株予約権の行使による場合を除く。)、調整後の転換価額

は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適

用する。なお、自己株式の処分の場合には、転換価額調整式における「新規発行普通株式数」は

「処分自己株式数」、「１株当たり払込金額」は「１株当たり処分価額」とそれぞれ読替える。

ｂ．株式分割により普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式分割のための株主割当日があ

る場合はその翌日以降、株式分割のための株主割当日がない場合は、当会社の取締役会において株

式分割の効力発生日と定めた日の翌日以降、これを適用する。

ｃ．転換価額調整式に使用する１株当たり時価を下回る価額をもって普通株式の新株予約権または普通

株式への転換予約権を行使できる有価証券を発行または処分する場合、調整後の転換価額は、当該

新株予約権または転換予約権を行使できる有価証券の発行日もしくは処分の日に、または募集のた

めの株主割当日がある場合はその日の終わりに、発行または処分された新株予約権または有価証券

上の転換予約権が全額行使されたものとみなし、その発行日もしくは処分の日の翌日以降またはそ

の割当日の翌日以降これを適用する。

Ｂ．上記Ａ．ａないしｃに掲げる場合のほか、合併または普通株式の併合等により転換価額の調整を必要

とする場合には、当会社の取締役会が適当と判断する転換価額に調整される。

Ｃ．転換価額調整式に使用する１株当たり時価は、調整後転換価額を適用する日(当該日が営業日でない

場合には翌営業日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の札幌証券取引所における当会社の普通株

式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は

円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を切り上げる。
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Ｄ．転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する日(当該日が営業日でない

場合には翌営業日)の前日において有効な転換価額とする。また、転換価額調整式で使用する既発行

普通株式数は、株主割当日がある場合はその日(但し、株式分割を行うための当会社の取締役会にお

いて株主割当日以外の日を株式分割の効力発生日と定めた場合は、その日)、また、株主割当日がな

い場合は調整後転換価額を適用する日の１ヶ月前の日における当会社の発行済普通株式数(当該新規

発行分は含まれない。)とする。

Ｅ．転換価額調整式の計算については、円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を切り上げる。

Ｆ．転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満にとどまると

きは、転換価額の調整は行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価

額を算出する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額

を差引いた額を使用する。

ニ．転換により発行すべき普通株式数

Ａ種優先株式の転換により発行すべき普通株式数は、次のとおりとする。
 

転換により発行

すべき普通株式数
＝

Ａ種優先株主が転換のために

提出したＡ種優先株式の払込金額総額
÷ 転換価額

 

 

発行株式数の算出にあたって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、当該端数につき金銭に

よる精算は行わない。

(８) 普通株式を対価とする取得条項(強制転換)

当会社は、平成32年12月31日までに償還(本項において、償還請求に基づく償還および強制償還に基づく償

還を含む。)されずかつ普通株式に転換されなかったＡ種優先株式を、その翌日(以下「Ａ種優先株式強制転

換基準日」という。)以降に開催される取締役会で定める日をもって、Ａ種優先株式１株の払込金相当額を

Ａ種優先株式強制転換基準日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)に先立つ45取引日目に始まる30取引

日の札幌証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値

のない日数を除く。)で除して得られる数の普通株式を対価として、取得する(本項において、「強制転換」

という。)。平均値の計算は、円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を切り上げる。但し、当該

平均値が下限転換価額を下回るときは、Ａ種優先株式１株の払込金相当額を下限転換価額で除して得られる

数の普通株式を対価として交付する。また、当該平均値が上限転換価額を上回るときは、Ａ種優先株式１株

の払込金相当額を上限転換価額で除して得られる数の普通株式を対価として交付する。なお、転換価額がＡ

種優先株式強制転換基準日(当該日が営業日でない場合には翌営業日)までに前項に定める転換価額の調整に

より調整された場合には、下限転換価額および上限転換価額についても同様の調整を行うものとする。上記

の普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときは、これを切り捨て、当該端数につき金銭

による精算は行わない。

(９) 種類株主総会の決議

種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。

６　Ａ種優先株主が株主総会において議決権を有しない理由

資本の増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

７　権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

８　当会社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

 

(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。
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(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29年３月31日 ― 9,129,800 ― 2,297,430 ― 2,137,430
 

 

(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。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成29年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式
Ａ種優先株式

450,000
―

「１　株式等の状況」「(1) 株式の総
数等」「②　発行済株式」の「内容」
欄の記載参照

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

1,322,000
1,023 (注１、２)

完全議決権株式(その他)
普通株式

7,278,000
7,278 (注１)

単元未満株式
普通株式

79,800
― (注１、３)

発行済株式総数 9,129,800 ― ―

総株主の議決権 ― 8,301 ―
 

(注) １　権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

２　当社所有の自己株式が299,000株、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口)が所有する当社株式が

1,023,000株含まれております。

３　当社所有の自己株式が479株、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成29年３月31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)      

中道リース株式会社
北海道札幌市中央区北１
条東３丁目３番地

299,000 1,023,000 1,322,000 14.48

計 ― 299,000 1,023,000 1,322,000 14.48
 

(注)　他人名義で所有している理由等

所有理由 名義人の氏名又は名称 名義人の住所

「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」制度
の信託財産として拠出

資産管理サービス信託銀行株
式会社（信託Ｅ口）

東京都中央区晴海１丁目８-
12
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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】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

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１四半期会計期間(平成29年１月１日から平成29年

３月31日まで)及び第１四半期累計期間(平成29年１月１日から平成29年３月31日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、瑞輝監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

「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）第５条第２項によ

り、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集

団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいもの

として、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

  なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

  資産基準         0.2％

  売上高基準       1.8％

  利益基準       　2.1％

  利益剰余金基準   0.5％

  ※会社間項目の消去後の数値により算出しております。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成28年12月31日)
当第１四半期会計期間
(平成29年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 11,289,062 7,044,941

  受取手形 246 -

  割賦債権 ※  24,214,652 24,929,749

  リース債権及びリース投資資産 ※  55,763,352 56,793,566

  営業貸付金 244,536 237,898

  その他の営業貸付債権 2,196,308 2,011,598

  賃貸料等未収入金 1,817,048 2,092,276

  その他の流動資産 671,057 774,917

  貸倒引当金 △111,150 △106,387

  流動資産合計 96,085,111 93,778,558

 固定資産   

  有形固定資産   

   賃貸資産 14,127,139 13,950,519

   社用資産 82,936 82,081

   有形固定資産合計 14,210,074 14,032,600

  無形固定資産 83,560 80,377

  投資その他の資産   

   その他の投資 3,337,154 3,304,825

   貸倒引当金 △16,823 △23,955

   投資その他の資産合計 3,320,331 3,280,871

  固定資産合計 17,613,965 17,393,848

 繰延資産 152,838 143,359

 資産合計 113,851,915 111,315,765

負債の部   

 流動負債   

  支払手形 ※  904,334 550,747

  買掛金 2,511,837 5,301,428

  短期借入金 2,570,000 2,570,000

  1年内返済予定の長期借入金 26,723,969 25,763,987

  1年内償還予定の社債 2,500,000 2,900,000

  
1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債
務

213,280 214,045

  未払法人税等 399,710 155,376

  割賦未実現利益 1,129,259 1,148,286

  役員賞与引当金 25,000 -

  賞与引当金 45,850 59,845

  その他の流動負債 1,395,989 1,490,133

  流動負債合計 38,419,228 40,153,847
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成28年12月31日)
当第１四半期会計期間
(平成29年３月31日)

 固定負債   

  社債 7,950,000 7,390,000

  長期借入金 50,081,664 46,661,361

  債権流動化に伴う長期支払債務 2,238,180 2,002,438

  退職給付引当金 52,352 55,694

  受取保証金 5,894,593 5,773,761

  資産除去債務 621,677 623,983

  その他の固定負債 1,520,391 1,551,898

  固定負債合計 68,358,857 64,059,135

 負債合計 106,778,085 104,212,982

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 2,542,640 2,607,886

  自己株式 △224,579 △224,579

  株主資本合計 6,752,920 6,818,167

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 320,909 284,616

  評価・換算差額等合計 320,909 284,616

 純資産合計 7,073,830 7,102,783

負債純資産合計 113,851,915 111,315,765
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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28年１月１日
　至 平成28年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年３月31日)

売上高 9,054,940 9,448,251

売上原価 8,441,857 8,739,325

売上総利益 613,083 708,926

販売費及び一般管理費 479,651 500,754

営業利益 133,432 208,172

営業外収益   

 受取利息 96 124

 受取配当金 300 400

 償却債権取立益 60 60

 その他の営業外収益 168 101

 営業外収益合計 624 685

営業外費用   

 支払利息 4,013 3,282

 支払手数料 2,142 2,142

 その他の営業外費用 76 118

 営業外費用合計 6,231 5,543

経常利益 127,825 203,314

特別利益   

 固定資産売却益 155,776 -

 特別利益合計 155,776 -

特別損失   

 固定資産除売却損 1,483 3,483

 減損損失 10,546 -

 特別損失合計 12,029 3,483

税引前四半期純利益 271,572 199,831

法人税、住民税及び事業税 144,327 139,762

法人税等調整額 △17,909 △70,179

法人税等合計 126,418 69,583

四半期純利益 145,154 130,247
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当第１四

半期会計期間から適用しております。

 
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)

当社は、従業員に対する福利厚生サービスを目的として、受給権を付与された従業員に信託を通じて自社の株式を

交付する取引を行っております。　

(1) 取引の概要

　 予め当社が定めた株式給付規程に基づき、当社の従業員が退職した場合に当該退職者に対し当社株式を給付する

仕組みです。当社は、従業員に勤続や成果に応じてポイントを付与し、従業員の退職時に累積したポイントに相当

する当社株式を給付します。なお退職者に対し給付する株式については、あらかじめ信託設定した金銭により将来

分も含め取得し、信託財産として分別管理しております。

(2) 「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　平成27

年３月26日）を適用しておりますが、従来採用していた方法により会計処理を行っております。

(3) 信託が保有する自社の株式に関する事項

　 信託における帳簿価額は、前事業年度129,543千円、当第１四半期会計期間129,543千円であります。信託が保有

する自社の株式は、株主資本において自己株式として計上しております。　

　 期末株式数は、前第１四半期会計期間1,029,000株、当第１四半期会計期間1,023,000株であり、期中平均株式数

は、前第１四半期累計期間949,500株、当第１四半期累計期間1,023,000株であります。期末株式数及び期中平均株

式数は、１株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。
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(四半期貸借対照表関係)

※四半期会計期間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、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形が、事業年度末残高に含まれて

おります。

    (1)受取手形

　
前事業年度

（平成28年12月31日）
当第１四半期会計期間
（平成29年３月31日）

(貸借対照表上の科目)

割賦債権

リース投資資産

リース債権

 
65,334千円

51,146千円

235千円

 
―千円

―千円

―千円

受取手形計 116,715千円 ―千円
 

 

    (2)支払手形

　
前事業年度

（平成28年12月31日）
当第１四半期会計期間
（平成29年３月31日）

(貸借対照表上の科目)

支払手形

 
200,664千円

 
―千円

 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間

に係る減価償却費（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１四半期累計期間

（自　平成28年１月１日
 至　平成28年３月31日）

当第１四半期累計期間
（自　平成29年１月１日
 至　平成29年３月31日）

減価償却費 208,323千円 223,696千円
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(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自 平成28年１月１日 至 平成28年３月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
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 配当の原資

平成28年３月25日
定時株主総会

普通株式 41,023 5.50 平成27年12月31日 平成28年３月28日 利益剰余金

平成28年３月25日
定時株主総会

Ａ種
優先株式

23,700 30.00 平成27年12月31日 平成28年３月28日 利益剰余金
 

(注)　資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口)所有の当社株式923,000株は、株主資本において自己株式とし

て計上しているため、普通株式に関する配当金の総額の計算より5,077千円を除いております。

 

２．基準日が当第１四半期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、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。

 

当第１四半期累計期間(自 平成29年１月１日 至 平成29年３月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
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 配当の原資

平成29年３月24日
定時株主総会

普通株式 51,501 7.00 平成28年12月31日 平成29年３月27日 利益剰余金

平成29年３月24日
定時株主総会

Ａ種
優先株式

13,500 30.00 平成28年12月31日 平成29年３月27日 利益剰余金
 

(注)　資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口)所有の当社株式1,023,000株は、株主資本において自己株式と

して計上しているため、普通株式に関する配当金の総額の計算より7,161千円を除いております。

 

２．基準日が当第１四半期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、前事業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１四半期累計期間(自 平成28年１月１日 至 平成28年３月31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

    (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 8,245,632 788,218 9,033,850 21,090 9,054,940

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 8,245,632 788,218 9,033,850 21,090 9,054,940

セグメント利益 49,476 202,807 252,283 4,025 256,308
 

(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。

 

２．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)

 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 252,283

「その他」の区分の利益 4,025

セグメント間取引消去 ―

全社費用(注) △122,876

四半期損益計算書の営業利益 133,432
 

(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。

 

３．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

(固定資産に係る重要な減損損失)

「不動産賃貸」セグメントにおいて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として特別損失に計上してお

ります。

なお、当該減損損失の計上額は、当第１四半期累計期間において、10,546千円であります。
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Ⅱ 当第１四半期累計期間(自 平成29年１月１日 至 平成29年３月31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

    (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 8,636,969 798,579 9,435,548 12,703 9,448,251

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 8,636,969 798,579 9,435,548 12,703 9,448,251

セグメント利益 107,697 233,045 340,742 4,434 345,176
 

(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。

 

２．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)

 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 340,742

「その他」の区分の利益 4,434

セグメント間取引消去 ―

全社費用(注) △137,004

四半期損益計算書の営業利益 208,172
 

(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。

 

３．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。
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(金融商品関係)

金融商品の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。

 

(有価証券関係)

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。

 

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期会計期間末の契約額等は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。

 

(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並びに潜在株式調整後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１四半期累計期間
(自　平成28年１月１日
 至　平成28年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自　平成29年１月１日
 至　平成29年３月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 19.53円 17.70円

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(千円) 145,154 130,247

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利益金額 (千円) 145,154 130,247

普通株式の期中平均株式数(株) 7,431,623 7,357,321

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 13.61円 14.16円

(算定上の基礎)   

四半期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(株) 3,237,041 1,843,884

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半
期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度
末から重要な変動があったものの概要

― ―

 

(注)　株主資本において自己株式として計上されている資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口)所有の当社株

式は、「１株当たり四半期純利益金額」及び「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額」の算定上、期中

平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。なお、控除した当該自己株式の期中平均株式

数は前第１四半期累計期間949,500株、当第１四半期累計期間1,023,000株であります。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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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29年５月15日

中道リース株式会社

取締役会  御中

瑞輝監査法人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   伊   東   尚   子   印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   岡　　田　　友　　香   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」に掲げられている中道リース株式

会社の平成29年１月１日から平成29年12月31日までの第46期事業年度の第１四半期会計期間（平成29年１月１日から平

成29年３月31日まで）及び第１四半期累計期間（平成29年１月１日から平成29年３月31日まで）に係る四半期財務諸

表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損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財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

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

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、中道リース株式会社の平成29年３月31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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