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1. 2021年12月期第1四半期の業績（2021年1月1日～2021年3月31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 ％

2021年12月期第1四半期 9,941 △6.0 230 △11.5 255 △5.6 179 0.1

2020年12月期第1四半期 10,578 8.6 260 20.4 270 20.0 178 15.8

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

2021年12月期第1四半期 24.10 ―

2020年12月期第1四半期 24.11 ―

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2021年12月期第1四半期 126,107 8,549 6.8

2020年12月期 124,910 8,355 6.7

（参考）自己資本 2021年12月期第1四半期 8,549百万円 2020年12月期 8,355百万円

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

2020年12月期 ― ― ― 7.00 7.00

2021年12月期 ―

2021年12月期（予想） ― ― 6.00 6.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2021年12月期の業績予想（2021年 1月 1日～2021年12月31日）

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

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

第2四半期(累計) 19,400 △6.5 370 △15.3 390 △16.0 260 △15.7 35.11

通期 39,000 △3.2 630 △8.4 670 △9.4 430 △9.8 58.06

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年12月期1Q 8,679,800 株 2020年12月期 8,679,800 株

② 期末自己株式数 2021年12月期1Q 1,269,599 株 2020年12月期 1,274,199 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期1Q 7,406,751 株 2020年12月期1Q 7,395,874 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　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。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症に対する各種経済政策の効果やワクチ

ン接種の開始により持ち直していくことが期待されましたが、感染が再拡大し、１月に１都２府８県に再び緊急事

態宣言が発出されるなどコロナ禍収束の見通しが立たず、先行きの予測が困難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、例年期初に実施する人事異動・組織変更を凍結し、コ

ロナ禍においても営業資産の増強、営業目標の完全達成を目指しスタートしました。その結果、当第１四半期累計

期間における新規受注高は、10,580百万円（前年同四半期比0.9%増）となりました。なお、東北地方で唯一拠点の

無かった秋田県への営業展開強化のため、４月１日付で秋田支店を開設しております。

当第１四半期累計期間の売上高は、前期実行した債権の証券化により資産の一部を譲渡したためリース売上高及

び割賦売上高が減少し9,941百万円（同6.0%減）、新型コロナウイルス感染症の影響による貸倒引当金繰入額の増

加等により、営業利益は230百万円（同11.5%減）、経常利益は255百万円（同5.6%減）、四半期純利益は法人税等

が減少し179百万円（同0.1%増）となりました。

セグメント別の経営成績は以下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］

当セグメントの新規受注高は10,480百万円（前年同四半期比0.9％増）、営業資産残高は93,703百万円（前期末

比1.5％増）となりました。売上高は、前期実行した債権の証券化により資産の一部を譲渡したためリース売上高

及び割賦売上高が減少し9,053百万円（前年同四半期比6.6％減）、新型コロナウイルス感染症の影響による貸倒引

当金繰入額の増加等によりセグメント利益は110百万円（同17.1％減）となりました。

［不動産賃貸］

当セグメントの新規受注高は100百万円（前年同四半期比4.7％増）、営業資産残高は14,345百万円（前期末比

3.8％増）となりました。売上高は881百万円（前年同四半期比0.5％増）、セグメント利益は支払地代の増加等に

より270百万円（同1.6％減）となりました。

［その他］

当セグメントの新規受注高はありませんでした（前年同四半期は4百万円）。営業資産残高は80百万円（前期末

と同額）となりました。売上高はヘルスケアサポート事業のリース料収入の減少等により7百万円（前年同四半期

比27.3％減）、セグメント利益は6百万円（同3.2％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期会計期間末の総資産は、前期末比1,196百万円増加し126,107百万円となりました。これは主に割賦

債権及びリース投資資産の増加によるものです。

負債合計は、前期末比1,002百万円増加し117,558百万円となりました。これは主に買掛金の増加によるもので

す。

純資産合計は、前期末比194百万円増加し8,549百万円となりました。これは主に利益剰余金の増加によるもので

す。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年12月期の第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、2021年２月12日に公表いたしました数

値からの変更はありません。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年12月31日)

当第１四半期会計期間
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,062,865 7,398,471

受取手形 726 15,343

割賦債権 20,900,047 21,802,830

リース債権及びリース投資資産 69,733,551 70,353,132

営業貸付金 198,122 184,230

その他の営業貸付債権 1,895,819 1,806,100

賃貸料等未収入金 2,312,461 2,865,597

その他の流動資産 754,241 804,660

貸倒引当金 △518,630 △573,082

流動資産合計 104,339,202 104,657,281

固定資産

有形固定資産

賃貸資産 14,123,873 14,634,870

社用資産 55,954 48,869

有形固定資産合計 14,179,827 14,683,739

無形固定資産 79,604 84,209

投資その他の資産

その他の投資 6,281,527 6,664,734

貸倒引当金 △22,106 △38,949

投資その他の資産合計 6,259,421 6,625,784

固定資産合計 20,518,852 21,393,732

繰延資産 52,299 55,813

資産合計 124,910,353 126,106,826

負債の部

流動負債

支払手形 1,081,401 313,623

買掛金 3,854,869 5,751,564

短期借入金 2,570,000 2,070,000

1年内返済予定の長期借入金 30,600,884 30,491,797

1年内償還予定の社債 4,130,000 4,260,000

1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払
債務

223,647 224,314

未払法人税等 621,117 107,516

割賦未実現利益 735,123 758,221

役員賞与引当金 45,000 -

賞与引当金 98,623 64,524

その他の流動負債 2,255,733 2,556,797

流動負債合計 46,216,397 46,598,355
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年12月31日)

当第１四半期会計期間
(2021年３月31日)

固定負債

社債 2,770,000 3,510,000

長期借入金 57,215,316 57,125,953

債権流動化に伴う長期支払債務 667,439 523,130

退職給付引当金 67,688 68,488

受取保証金 5,844,356 6,005,437

資産除去債務 860,244 919,508

その他の固定負債 2,914,180 2,806,898

固定負債合計 70,339,224 70,959,414

負債合計 116,555,620 117,557,769

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 4,015,854 4,142,522

自己株式 △218,624 △218,041

株主資本合計 8,232,090 8,359,340

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 122,642 189,717

評価・換算差額等合計 122,642 189,717

純資産合計 8,354,732 8,549,057

負債純資産合計 124,910,353 126,106,826
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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 2020年１月１日
　至 2020年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 10,578,286 9,940,687

売上原価 9,742,084 9,108,963

売上総利益 836,201 831,724

販売費及び一般管理費 576,573 601,844

営業利益 259,629 229,880

営業外収益

受取利息 101 114

受取配当金 805 808

匿名組合投資利益 17,946 33,504

償却債権取立益 29 -

その他の営業外収益 71 115

営業外収益合計 18,952 34,540

営業外費用

支払利息 5,688 6,661

支払手数料 2,128 2,166

その他の営業外費用 566 469

営業外費用合計 8,383 9,296

経常利益 270,198 255,125

特別損失

投資有価証券評価損 3,985 785

固定資産除売却損 - 3,178

特別損失合計 3,985 3,963

税引前四半期純利益 266,213 251,162

法人税、住民税及び事業税 113,571 93,548

法人税等調整額 △25,680 △20,894

法人税等合計 87,891 72,655

四半期純利益 178,323 178,507
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（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 2020年１月１日 至 2020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）１
合計

調整額

（注）２

四半期損益

計算書計上額

（注）３

　 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 9,691,940 876,919 10,568,859 9,427 10,578,286 ― 10,578,286

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 9,691,940 876,919 10,568,859 9,427 10,578,286 ― 10,578,286

セグメント利益 133,011 275,008 408,019 6,468 414,486 △154,858 259,629

(注) １．「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、ヘルスケアサポート事業等を

含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△154,858千円は全社費用であり、報告セグメントに帰属しない一般管理費であり

ます。

３．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．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。

Ⅱ 当第１四半期累計期間(自 2021年１月１日 至 2021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）１
合計

調整額

（注）２

四半期損益

計算書計上額

（注）３

　 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 9,052,589 881,240 9,933,829 6,858 9,940,687 ― 9,940,687

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 9,052,589 881,240 9,933,829 6,858 9,940,687 ― 9,940,687

セグメント利益 110,261 270,474 380,736 6,264 386,999 △157,119 229,880

(注) １．「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、ヘルスケアサポート事業等を

含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△157,119千円は全社費用であり、報告セグメントに帰属しない一般管理費であり

ます。

３．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．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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（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　


