
JA三井リース株式会社

1

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第２項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年２月13日

【四半期会計期間】 第７期第３四半期(自 平成26年10月１日 至 平成26年12月31日)

【会社名】 ＪＡ三井リース株式会社

【英訳名】 JA MITSUI LEASING, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安田 義則

【本店の所在の場所】 東京都品川区東五反田二丁目10番２号

【電話番号】 03(3448)3711

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画部長 常岡 良二

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東五反田二丁目10番２号

【電話番号】 03(3448)3520

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画部長 常岡 良二

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

決算短信 （宝印刷）  2015年02月06日 13時30分 1ページ （Tess 1.40 20131220_01）



JA三井リース株式会社

2

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７期

第３四半期
連結累計期間

第６期

会計期間
自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 (百万円) 290,647 395,385

経常利益 (百万円) 22,164 32,180

四半期(当期)純利益 (百万円) 16,558 23,944

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 19,705 25,473

純資産額 (百万円) 183,079 176,596

総資産額 (百万円) 1,519,836 1,480,530

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 224.29 324.34

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 215.02 310.92

自己資本比率 (％) 11.9 11.9

回次
第７期

第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成26年10月１日
至 平成26年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 40.46

(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．当社は、第６期第３四半期連結累計期間については四半期連結財務諸表を作成していないため、第６期第３

四半期連結累計期間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。

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、

主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

（ファイナンス事業）

第２四半期連結会計期間において、当社が出資したMCM Fund I, L.P.について、連結の範囲に含めております。な

お、MCM Fund I, L.P.は当社の特定子会社に該当いたします。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、平成26年８月25日に提出した有価証券届出書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四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。

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】

本項には将来に関する事項も含まれておりますが、当該事項は当四半期報告書提出日現在において当社グループが

判断したものであります。

　

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費税率引上げに伴う個人消費の低迷が長期化するなど、一

部に弱い動きが見られたものの、政府による経済・金融政策により、企業収益や雇用情勢に改善がみられるなど、

不安定ながらも緩やかな回復基調を維持しております。一方、世界経済は、米国では緩やかな回復傾向にあります

が、欧州における債務問題、中国・新興国の成長鈍化などが懸念され、今後の動向が注目されております。

このような環境下、当社グループでは平成26年度を初年度とした中期経営計画に沿って、顧客リレーションシッ

プの強化、グローバルビジネスの推進、サービス・ソリューション機能提供の拡充など、様々な経営課題に対処し

つつ事業を展開してまいりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間における契約実行高は3,789億円となり、営業資産残高は1兆3,918億円とな

りました。

また、売上高は2,906億円、営業利益は244億円、経常利益は221億円、四半期純利益は165億円となりました。

　

セグメントの業績は次のとおりであります。

① リース

リース事業では、契約実行高は2,301億円となり、営業資産残高は8,743億円となりました。また、売上高は

2,429億円、セグメント利益は186億円となりました。

② 割賦

割賦事業では、契約実行高は439億円となり、営業資産残高は1,466億円となりました。また、売上高は311億

円、セグメント利益は14億円となりました。

③ ファイナンス

ファイナンス事業では、契約実行高は997億円となり、営業資産残高は3,624億円となりました。また、売上高

は89億円、セグメント利益は83億円となりました。

④ その他

その他の事業では、契約実行高は51億円となりました。また、売上高は76億円、セグメント利益は21億円とな

りました。

　

(2) 財政状態

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比393億円増加して1兆5,198億円となりました。純資

産は、前連結会計年度末比64億円増加の1,830億円、自己資本比率は前連結会計年度末と同率の11.9％となりまし

た。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題

はありません。

　

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。
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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 168,000,000

第Ⅰ種種類株式 16,000,000

第Ⅱ種種類株式 50,000,000

第Ⅲ種種類株式 16,000,000

計 250,000,000

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成26年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成27年２月13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 32,415,296 32,415,296 非上場・非登録

当社の発行する全部の普
通株式について、会社法
第107条第１項第１号に
定める内容(いわゆる譲
渡制限)を定めており、
当該株式の譲渡又は取得
について取締役会の承認
を要する旨(一部除外規
定あり)を定款第10条に
おいて定めております。
単元株式数は100株であ
ります。 (注１)

第Ⅰ種種類株式 4,077,528 4,077,528 非上場・非登録

当社の発行する全部の第
Ⅰ種種類株式について、
会社法第107条第１項第
１号に定める内容(いわ
ゆる譲渡制限)を定めて
おり、当該株式の譲渡又
は取得について取締役会
の承認を要する旨(一部
除外規定あり)を定款第
10条において定めており
ます。単元株式数は100
株であります。 (注２)

第Ⅱ種種類株式 33,448,582 33,448,582 非上場・非登録

当社の発行する全部の第
Ⅱ種種類株式について、
会社法第107条第１項第
１号に定める内容(いわ
ゆる譲渡制限)を定めて
おり、当該株式の譲渡又
は取得について取締役会
の承認を要する旨(一部
除外規定あり)を定款第
10条において定めており
ます。単元株式数は100
株であります。 (注３)

第Ⅲ種種類株式 3,883,500 3,883,500 非上場・非登録

当社の発行する全部の第
Ⅲ種種類株式について、
会社法第107条第１項第
１号に定める内容(いわ
ゆる譲渡制限)を定めて
おり、当該株式の譲渡又
は取得について取締役会
の承認を要する旨(一部
除外規定あり)を定款第
10条において定めており
ます。単元株式数は100
株であります。 (注４)

計 73,824,906 73,824,906 ― ―
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(注) １．普通株式は完全な議決権を有し、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．第Ⅰ種種類株式の内容は以下の通りであります。

[残余財産の分配]

当社は、残余財産（その種類を問わない。以下同じ。）を分配するときは、第Ⅰ種種類株式の株主（以下

「第Ⅰ種種類株主」という。）または第Ⅰ種種類株式の登録株式質権者（以下「第Ⅰ種登録株式質権者」と

いう。）に対し、第Ⅱ種種類株式の株主（以下「第Ⅱ種種類株主」という。）または第Ⅱ種種類株式の登録

株式質権者（以下「第Ⅱ種登録株式質権者」という。）、第Ⅲ種種類株式の株主（以下「第Ⅲ種種類株主」

という。）または第Ⅲ種種類株式の登録株式質権者（以下「第Ⅲ種登録株式質権者」という。）及び普通株

式の株主（以下「普通株主」という。）または普通株式の登録株式質権者に先立ち、第Ⅰ種種類株式１株に

つき、3,445円に当社設立時における発行済第Ⅰ種種類株式の数を乗じた金額に当社設立後発行された第Ⅰ

種種類株式の払込金額の総額を加えた金額を、分配時における発行済第Ⅰ種種類株式の数で除した金額

（以下「第Ⅰ種優先残余財産分配額」という。）の金銭を支払う。第Ⅰ種種類株主または第Ⅰ種登録株式質

権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行わない。

[議決権]

第Ⅰ種種類株主は、株主総会における議決権を有しない。

[議決権を有しないこととしている理由]

資本増強にあたり、普通株主の議決権への影響を考慮したためであります。

[普通株式を対価とする取得請求権]

第Ⅰ種種類株主は、下記の条件に従って、第Ⅰ種種類株式１株につき、当社に対して、当社の普通株式の

交付と引換えに第Ⅰ種種類株式を取得することを請求することができる。

（１）取得を請求することができる期間

平成20年４月１日から平成31年10月28日までとする。

（２）取得条件

(イ) 当初取得価額

当初取得価額は、3,445円とする。

(ロ) 取得価額の調整

① 第Ⅰ種種類株式発行後、下記の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれの適用時期の定

めに従って、取得価額を以下のとおり調整する。取得価額の計算については、円位未満小数第

２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

a. 調整前取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が保有する普通株式を

処分する場合（ただし、無償割当ての場合、当社の普通株式の交付と引換えに取得される株

式の取得による場合及び当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含む。以下本①において同じ。）の行使による場合を除く。）、次の算式（以

下「取得価額調整式」という。）により取得価額を調整する。

調整後
取得価額

＝
調整前
取得価額

×

既発行
普通株式数

＋

新発行・処分
普通株式数

×
新発行・処分における
１株当たりの払込金額

調整前取得価額

既発行普通株式数 ＋ 新発行・処分普通株式数

調整後の取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本

①において同じ。）の翌日以降、また、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準

日の翌日以降これを適用する。

b. 普通株式につき株式の分割をする場合、または、普通株主に対し普通株式を交付する株式無

償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合

には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数

（ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発行済普通株式数」は「無

償割当て後発行済普通株式数（ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」とそ

れぞれ読み替える。

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

調整後の取得価額は、株式の分割については、当該株式の分割のための基準日の翌日以降適

用し、株式無償割当てについては、当該株式無償割当てのための基準日がある場合はその日

の翌日以降または基準日を定めずに株式の無償割当てをする場合はその効力を生ずる日以降

これを適用する。

c. 普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式によ

り、取得価額を調整する。

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数
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d. 調整前取得価額を下回る価額をもって、(x)当社の普通株式の交付と引換えに取得される株

式、新株予約権もしくはその他の証券または当社の普通株式の交付を請求できる株式、新株

予約権もしくはその他の証券、または(y)普通株式の交付と引換えに取得される新株予約権の

交付と引換えに当社に取得される株式、新株予約権もしくはその他の証券または当社に対し

て取得を請求できる株式、新株予約権もしくはその他の証券、(z)その他当社の普通株式が交

付される可能性のある一切の証券を発行または処分する場合（無償割当ての場合を含む。）、

かかる株式、新株予約権もしくはその他の証券の払込期日（新株予約権の場合は割当日。以

下本①において同じ。）に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（無償割当てに係る基

準日を定めた場合は当該基準日。以下本①において同じ。）に、また、株主割当日がある場合

はその日に、発行または処分される株式、新株予約権もしくはその他の証券の全てが当初の

条件で取得または行使等され、普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式におい

て、「新発行・処分普通株式数」として当該交付されたものとみなす普通株式の数を、また、

「新発行・処分における１株当たりの払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額

を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、当該株式、新株予約権またはその他の証券

の払込期日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また、株主

割当日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。

e. 行使することにより、調整前の取得価額を下回る価額をもって普通株式または普通株式の交

付と引換えに取得される株式もしくは当社に対して取得を請求できる株式の交付を受けるこ

とができる新株予約権を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割

当日に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日に、また株主割当日がある場合はその日

に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使等され普通株式が交付されたものとみな

し、取得価額調整式において「新発行・処分普通株式数」として当該交付されたものとみな

す普通株式の数を、また、「新発行・処分における１株当たりの払込金額」として新株予約権

の行使に際して出資される財産の１株当たりの価額を使用して計算される額を、調整後の取

得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、無償割当ての

場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、こ

れを適用する。

② 上記(ロ)①に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額は当社の

取締役会が適当と判断する取得価額に変更される。

a. 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転または

会社分割により取得価額の調整を必要とするとき。

b. その他当社普通株式の発行済株式の総数（ただし、当社が保有する普通株式の数を除く。）の

変更または変更の可能性が生じる事由の発生により取得価額の調整を必要とするとき。

③ 取得価額調整式により算出された調整後の取得価額と調整前の取得価額との差額が１円未満に

とどまる限り、取得価額の調整は行わない。

④ 取得価額調整式で使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な

取得価額とし、既発行普通株式数は、当社の発行済普通株式数から当社の保有する当社普通株

式数を控除した数とする。

⑤ 取得価額を調整すべき事由が２つ以上同時にまたは相接して発生する場合には、当社の取締役

会が適当と判断する方法により、取得価額を調整する。

(ハ) 取得価額の下限

上記(ロ)①a、dもしくはeまたは②aによる調整後の取得価額が1,700円（以下「第Ⅰ種種類株式下

限取得価額」という。）を下回る場合には、第Ⅰ種種類株式下限取得価額をもって取得価額とす

る。ただし、上記(ロ)①ｂもしくはcまたは(ロ)②bによる調整が行われた場合には、第Ⅰ種種類

株式下限取得価額について同様の調整を行うものとする。

(ニ) 取得と引換えに交付すべき普通株式数

第Ⅰ種種類株式の取得と引換えに交付すべき当社の普通株式数は、以下のとおりとする。

取得と引換えに交付すべき
普通株式数

＝

第Ⅰ種種類株主が取得の請求をした第Ⅰ種種類株式の
数×第Ⅰ種優先残余財産分配額

取得価額

交付すべき普通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、現金によ

る調整は行わない。

[第Ⅰ種種類株式の一斉取得]

当社は、取得を請求することができる期間中に取得請求のなかった第Ⅰ種種類株式につき、上記[普通株式

を対価とする取得請求権]（２）(ニ)の計算式により算出された数の当社の普通株式の交付と引換えに、平

成31年10月29日以降、当該第Ⅰ種種類株式の全部を取得することができる。この場合、上記[普通株式を対

価とする取得請求権]（２）(ニ)の計算式における「第Ⅰ種種類株主が取得の請求をした第Ⅰ種種類株式の

数」を「当社が取得する第Ⅰ種種類株式の数」と読み替えるものとする。ただし、交付すべき普通株式数

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、現金による調整は行わない。

[会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無]

会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
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３．第Ⅱ種種類株式の内容は以下の通りであります。

[残余財産の分配]

当社は、残余財産（その種類を問わない。以下同じ。）を分配するときは、第Ⅱ種種類株主または第Ⅱ種登

録株式質権者に対し、普通株主または普通株式の登録株式質権者に先立ち、第Ⅱ種種類株式１株につき、

分配時までに発行された第Ⅱ種種類株式の払込金額の総額を、分配時における発行済第Ⅱ種種類株式の数

で除した金額（以下「第Ⅱ種優先残余財産分配額」という。）の金銭を支払う。第Ⅱ種種類株主または第Ⅱ

種登録株式質権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行わない。

[議決権]

第Ⅱ種種類株主は、株主総会における議決権を有しない。

[議決権を有しないこととしている理由]

資本増強にあたり、普通株主の議決権への影響を考慮したためであります。

[普通株式を対価とする取得請求権]

第Ⅱ種種類株主は、下記の条件に従って、第Ⅱ種種類株式１株につき、当社に対して、当社の普通株式の

交付と引換えに第Ⅱ種種類株式を取得することを請求することができる。

（１）取得を請求することができる期間

平成21年10月29日から平成31年10月28日までとする。

（２）取得条件

(イ) 当初取得価額

当初取得価額は、1,250円とする。

(ロ) 取得価額の調整

① 第Ⅱ種種類株式発行後、下記の各号のいずれかに該当する場合（ただし、第Ⅱ種種類株式発行

と同時に下記の各号のいずれかに該当する場合を除く。）には、それぞれの適用時期の定めに従

って、取得価額を以下のとおり調整する。取得価額の計算については、円位未満小数第２位ま

で算出し、その小数第２位を四捨五入する。

a. 調整前取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が保有する普通株式を

処分する場合（ただし、無償割当ての場合、当社の普通株式の交付と引換えに取得される株

式の取得による場合及び当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含む。以下本①において同じ。）の行使による場合を除く。）、次の算式（以

下「取得価額調整式」という。）により取得価額を調整する。

調整後
取得価額

＝
調整前
取得価額

×

既発行
普通株式数

＋

新発行・処分
普通株式数

×
新発行・処分における
１株当たりの払込金額

調整前取得価額

既発行普通株式数 ＋ 新発行・処分普通株式数

調整後の取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本

①において同じ。）の翌日以降、また、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準

日の翌日以降これを適用する。

b. 普通株式につき株式の分割をする場合、または、普通株主に対し普通株式を交付する株式無

償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合

には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数

（ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発行済普通株式数」は「無

償割当て後発行済普通株式数（ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」とそ

れぞれ読み替える。

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

調整後の取得価額は、株式の分割については、当該株式の分割のための基準日の翌日以降適

用し、株式無償割当てについては、当該株式無償割当てのための基準日がある場合はその日

の翌日以降または基準日を定めずに株式の無償割当てをする場合はその効力を生ずる日以降

これを適用する。

c. 普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式によ

り、取得価額を調整する。

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数
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d. 調整前取得価額を下回る価額をもって、(x)当社の普通株式の交付と引換えに取得される株

式、新株予約権もしくはその他の証券または当社の普通株式の交付を請求できる株式、新株

予約権もしくはその他の証券、または(y)普通株式の交付と引換えに取得される新株予約権の

交付と引換えに当社に取得される株式、新株予約権もしくはその他の証券または当社に対し

て取得を請求できる株式、新株予約権もしくはその他の証券、(z)その他当社の普通株式が交

付される可能性のある一切の証券を発行または処分する場合（無償割当ての場合を含む。）、

かかる株式、新株予約権もしくはその他の証券の払込期日（新株予約権の場合は割当日。以

下本①において同じ。）に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（無償割当てに係る基

準日を定めた場合は当該基準日。以下本①において同じ。）に、また、株主割当日がある場合

はその日に、発行または処分される株式、新株予約権もしくはその他の証券の全てが当初の

条件で取得または行使等され、普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式におい

て、「新発行・処分普通株式数」として当該交付されたものとみなす普通株式の数を、また、

「新発行・処分における１株当たりの払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額

を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、当該株式、新株予約権またはその他の証券

の払込期日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また、株主

割当日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。

e. 行使することにより、調整前の取得価額を下回る価額をもって普通株式または普通株式の交

付と引換えに取得される株式もしくは当社に対して取得を請求できる株式の交付を受けるこ

とができる新株予約権を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割

当日に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日に、また株主割当日がある場合はその日

に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使等され普通株式が交付されたものとみな

し、取得価額調整式において「新発行・処分普通株式数」として当該交付されたものとみな

す普通株式の数を、また、「新発行・処分における１株当たりの払込金額」として新株予約権

の行使に際して出資される財産の１株当たりの価額を使用して計算される額を、調整後の取

得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、無償割当ての

場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、こ

れを適用する。

② 上記(ロ)①に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額は当社の

取締役会が適当と判断する取得価額に変更される。

a. 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転または

会社分割により取得価額の調整を必要とするとき。

b. その他当社普通株式の発行済株式の総数（ただし、当社が保有する普通株式の数を除く。）の

変更または変更の可能性が生じる事由の発生により取得価額の調整を必要とするとき。

③ 取得価額調整式により算出された調整後の取得価額と調整前の取得価額との差額が１円未満に

とどまる限り、取得価額の調整は行わない。

④ 取得価額調整式で使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な

取得価額とし、既発行普通株式数は、当社の発行済普通株式数から当社の保有する当社普通株

式数を控除した数とする。

⑤ 取得価額を調整すべき事由が２つ以上同時にまたは相接して発生する場合には、当社の取締役

会が適当と判断する方法により、取得価額を調整する。

(ハ) 取得価額の修正

直近の事業年度に係る会社法第435条第２項に基づき作成される計算書類に記載される１株当たり

純資産額（以下「基準１株当たり純資産額」という。）が、当該計算書類を承認した取締役会決議

の時点において有効な取得価額と１円以上異なる場合には、当該決議の行われた日の翌日（以下

「第Ⅱ種種類株式取得価額修正日」という。）において、第Ⅱ種種類株式の取得価額は、基準１株

当たり純資産額と同額に修正されるものとする。ただし、直近の事業年度の末日から第Ⅱ種種類

株式取得価額修正日までの間に、上記（ロ）による取得価額の調整が行われた場合には、基準１

株当たり純資産額についても同様の調整を行うものとする。取得価額の計算については、円位未

満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

(ニ) 取得価額の上限及び下限

上記 (ハ)による修正後の取得価額が 1,250円（以下「第Ⅱ種種類株式上限取得価額」という。）

を上回る場合には、第Ⅱ種種類株式上限取得価額をもって取得価額とし、625円（以下「第Ⅱ種種

類株式下限取得価額」という。）を下回る場合には、第Ⅱ種種類株式下限取得価額をもって取得価

額とする。ただし、第Ⅱ種種類株式取得価額修正日までに、上記(ロ)による取得価額の調整が行

われた場合には、第Ⅱ種種類株式上限取得価額及び第Ⅱ種種類株式下限取得価額についても同様

の調整を行うものとする。
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(ホ) 取得と引換えに交付すべき普通株式数

第Ⅱ種種類株式の取得と引換えに交付すべき当社の普通株式数は、以下のとおりとする。

取得と引換えに交付すべき
普通株式数

＝

第Ⅱ種種類株主が取得の請求をした第Ⅱ種種類株式の
数×第Ⅱ種優先残余財産分配額

取得価額

交付すべき普通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、現金に

よる調整は行わない。

[金銭を対価とする取得]

当社は、第Ⅱ種種類株式については、平成26年10月29日以降、1,250円（ただし、第Ⅱ種種類株式につき株

式の分割または併合、第Ⅱ種種類株式の無償割当その他当該金額を調整する必要がある場合には、必要な

調整を行うものとする。）の交付と引換えに、その発行後に当社が取締役会の決議で別に定める日に、第Ⅱ

種種類株式の全部または一部を取得することができる。ただし、本項に基づき一部取得をするときは、按

分比例の方法による。

[第Ⅱ種種類株式の一斉取得]

当社は、取得を請求することができる期間中に取得請求のなかった第Ⅱ種種類株式につき、上記[普通株式

を対価とする取得請求権]（２）(ホ)の計算式により算出された数の当社の普通株式の交付と引換えに、平

成31年10月29日以降、当該第Ⅱ種種類株式の全部を取得することができる。この場合、上記[普通株式を対

価とする取得請求権]（２）(ホ)の計算式における「第Ⅱ種種類株主が取得の請求をした第Ⅱ種種類株式の

数」を「当社が取得する第Ⅱ種種類株式の数」と読み替えるものとする。ただし、交付すべき普通株式数

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、現金による調整は行わない。

[会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無]

会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。

４．第Ⅲ種種類株式の内容は以下の通りであります。

[残余財産の分配]

当社は、残余財産（その種類を問わない。以下同じ。）を分配するときは、第Ⅲ種種類株主または第Ⅲ種登

録株式質権者に対し、普通株主または普通株式の登録株式質権者に先立ち、第Ⅲ種種類株式１株につき、

分配時までに発行された第Ⅲ種種類株式の払込金額の総額を、分配時における発行済第Ⅲ種種類株式の数

で除した金額（以下「第Ⅲ種優先残余財産分配額」という。）の金銭を支払う。第Ⅲ種種類株主または第Ⅲ

種登録株式質権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行わない。

[議決権]

第Ⅲ種種類株主は、株主総会における議決権を有しない。

[議決権を有しないこととしている理由]

資本増強にあたり、普通株主の議決権への影響を考慮したためであります。

[普通株式を対価とする取得請求権]

第Ⅲ種種類株主は、下記の条件に従って、第Ⅲ種種類株式１株につき、当社に対して、当社の普通株式の

交付と引換えに第Ⅲ種種類株式を取得することを請求することができる。

（１）取得を請求することができる期間

平成21年10月29日から平成31年10月28日までとする。

（２）取得条件

(イ) 当初取得価額

当初取得価額は、1,250円とする。

(ロ) 取得価額の調整

① 第Ⅲ種種類株式発行後、下記の各号のいずれかに該当する場合（ただし、第Ⅲ種種類株式発行

と同時に下記の各号のいずれかに該当する場合を除く。）には、それぞれの適用時期の定めに従

って、取得価額を以下のとおり調整する。取得価額の計算については、円位未満小数第２位ま

で算出し、その小数第２位を四捨五入する。

a. 調整前取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が保有する普通株式を

処分する場合（ただし、無償割当ての場合、当社の普通株式の交付と引換えに取得される株

式の取得による場合及び当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含む。以下本①において同じ。）の行使による場合を除く。）、次の算式（以

下「取得価額調整式」という。）により取得価額を調整する。

調整後
取得価額

＝
調整前
取得価額

×

既発行
普通株式数

＋

新発行・処分
普通株式数

×
新発行・処分における
１株当たりの払込金額

調整前取得価額

既発行普通株式数 ＋ 新発行・処分普通株式数

調整後の取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本

①において同じ。）の翌日以降、また、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準

日の翌日以降これを適用する。
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b. 普通株式につき株式の分割をする場合、または、普通株主に対し普通株式を交付する株式無

償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合

には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数

（ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発行済普通株式数」は「無

償割当て後発行済普通株式数（ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」とそ

れぞれ読み替える。

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

調整後の取得価額は、株式の分割については、当該株式の分割のための基準日の翌日以降適

用し、株式無償割当てについては、当該株式無償割当てのための基準日がある場合はその日

の翌日以降または基準日を定めずに株式の無償割当てをする場合はその効力を生ずる日以降

これを適用する。

c. 普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式によ

り、取得価額を調整する。

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

d. 調整前取得価額を下回る価額をもって、(x)当社の普通株式の交付と引換えに取得される株

式、新株予約権もしくはその他の証券または当社の普通株式の交付を請求できる株式、新株

予約権もしくはその他の証券、または(y)普通株式の交付と引換えに取得される新株予約権の

交付と引換えに当社に取得される株式、新株予約権もしくはその他の証券または当社に対し

て取得を請求できる株式、新株予約権もしくはその他の証券、(z)その他当社の普通株式が交

付される可能性のある一切の証券を発行または処分する場合（無償割当ての場合を含む。）、

かかる株式、新株予約権もしくはその他の証券の払込期日（新株予約権の場合は割当日。以

下本①において同じ。）に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日（無償割当てに係る基

準日を定めた場合は当該基準日。以下本①において同じ。）に、また、株主割当日がある場合

はその日に、発行または処分される株式、新株予約権もしくはその他の証券の全てが当初の

条件で取得または行使等され、普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式におい

て、「新発行・処分普通株式数」として当該交付されたものとみなす普通株式の数を、また、

「新発行・処分における１株当たりの払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額

を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、当該株式、新株予約権またはその他の証券

の払込期日の翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また、株主

割当日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。

e. 行使することにより、調整前の取得価額を下回る価額をもって普通株式または普通株式の交

付と引換えに取得される株式もしくは当社に対して取得を請求できる株式の交付を受けるこ

とができる新株予約権を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割

当日に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日に、また株主割当日がある場合はその日

に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使等され普通株式が交付されたものとみな

し、取得価額調整式において「新発行・処分普通株式数」として当該交付されたものとみな

す普通株式の数を、また、「新発行・処分における１株当たりの払込金額」として新株予約権

の行使に際して出資される財産の１株当たりの価額を使用して計算される額を、調整後の取

得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、無償割当ての

場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、こ

れを適用する。

② 上記(ロ)①に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額は当社の

取締役会が適当と判断する取得価額に変更される。

a. 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転または

会社分割により取得価額の調整を必要とするとき。

b. その他当社普通株式の発行済株式の総数（ただし、当社が保有する普通株式の数を除く。）の

変更または変更の可能性が生じる事由の発生により取得価額の調整を必要とするとき。

③ 取得価額調整式により算出された調整後の取得価額と調整前の取得価額との差額が１円未満に

とどまる限り、取得価額の調整は行わない。

④ 取得価額調整式で使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な

取得価額とし、既発行普通株式数は、当社の発行済普通株式数から当社の保有する当社普通株

式数を控除した数とする。

⑤ 取得価額を調整すべき事由が２つ以上同時にまたは相接して発生する場合には、当社の取締役

会が適当と判断する方法により、取得価額を調整する。
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(ハ) 取得価額の修正

直近の事業年度に係る会社法第435条第２項に基づき作成される計算書類に記載される１株当たり

純資産額が、当該計算書類を承認した取締役会決議の時点において有効な取得価額と１円以上異

なる場合には、当該決議の行われた日の翌日（以下「第Ⅲ種種類株式取得価額修正日」という。）

において、第Ⅲ種種類株式の取得価額は、基準１株当たり純資産額と同額に修正されるものとす

る。ただし、直近の事業年度の末日から第Ⅲ種種類株式取得価額修正日までの間に、上記（ロ）

による取得価額の調整が行われた場合には、基準１株当たり純資産額についても同様の調整を行

うものとする。取得価額の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

四捨五入する。

(ニ) 取得価額の上限及び下限

上記(ハ)による修正後の取得価額が 1,250円（以下「第Ⅲ種種類株式上限取得価額」という。）を

上回る場合には、第Ⅲ種種類株式上限取得価額をもって取得価額とし、625円（以下「第Ⅲ種種類

株式下限取得価額」という。）を下回る場合には、第Ⅲ種種類株式下限取得価額をもって取得価額

とする。ただし、第Ⅲ種種類株式取得価額修正日までに、上記(ロ)による取得価額の調整が行わ

れた場合には、第Ⅲ種種類株式上限取得価額及び第Ⅲ種種類株式下限取得価額についても同様の

調整を行うものとする。

(ホ) 取得と引換えに交付すべき普通株式数

第Ⅲ種種類株式の取得と引換えに交付すべき当社の普通株式数は、以下のとおりとする。

取得と引換えに交付すべき
普通株式数

＝

第Ⅲ種種類株主が取得の請求をした第Ⅲ種種類株式の
数×第Ⅲ種優先残余財産分配額

取得価額

交付すべき普通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、現金によ

る調整は行わない。

[第Ⅲ種種類株式の一斉取得]

当社は、取得を請求することができる期間中に取得請求のなかった第Ⅲ種種類株式につき、上記[普通株式

を対価とする取得請求権]（２）(ホ)の計算式により算出された数の当社の普通株式の交付と引換えに、平

成31年10月29日以降、当該第Ⅲ種種類株式の全部を取得することができる。この場合、上記[普通株式を対

価とする取得請求権]（２）(ホ)の計算式における「第Ⅲ種種類株主が取得の請求をした第Ⅲ種種類株式の

数」を「当社が取得する第Ⅲ種種類株式の数」と読み替えるものとする。ただし、交付すべき普通株式数

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、現金による調整は行わない。

[会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無]

会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。

５．株式の併合または分割、募集株式の割当てを受ける権利等の内容は以下の通りであります。

（１）当社は、株式の分割または併合をするときは、普通株式及び各種類の種類株式を同時に、同一の割

合で行うものとする。

（２）当社は、株主に募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、各々の場合

に応じて、普通株主には普通株式または普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、

各種類の種類株主には当該種類の種類株式または当該種類の種類株式を目的とする新株予約権の割

当てを受ける権利を、それぞれ同時に、同一割合で与えるものとする。

（３）当社は、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てをするときは、各々の場合に応じて、普通株

式及び各種類の種類株式に対して同時に、同一の割合（かつ、新株予約権無償割当ての場合には同

一条件）で割当てるものとし、それぞれ、普通株式に対しては普通株式または普通株式を目的とす

る新株予約権の新株予約権無償割当てを、各種類の種類株式に対しては当該種類の種類株式または

当該種類の種類株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てするものとする。

６．各種類の種類株式の残余財産の支払順位は、第Ⅰ種種類株式は第Ⅱ種種類株式及び第Ⅲ種種類株式に優先

し、第Ⅱ種種類株式及び第Ⅲ種種類株式は同順位とする。

(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。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(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
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成26年10月1日～
平成26年12月31日

－ 73,824,906 － 32,000 － 30,000

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四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26年12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

第Ⅰ種種類株式 4,077,528

第Ⅱ種種類株式 33,448,582

第Ⅲ種種類株式 3,883,500

―

―

―

（注１）

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) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 32,414,200 324,142
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

単元未満株式 普通株式 1,096 ― ―

発行済株式総数 73,824,906 ― ―

総株主の議決権 ― 324,142 ―

(注) １．第Ⅰ種種類株式、第Ⅱ種種類株式及び第Ⅲ種種類株式の詳細については、「第３ 提出会社の状況 １ 株式等

の状況 （１）株式の総数等 ②発行済株式」に記載のとおりであります。

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

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３四半期連結会計期間(平成26年10月１日から平成

26年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年12月31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る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：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 36,906 29,751

受取手形 29 12

割賦債権 165,687 163,435

リース債権及びリース投資資産 818,998 816,999

営業貸付金 301,342 329,979

その他の営業貸付債権 38,930 32,475

賃貸料等未収入金 2,314 2,320

その他の営業資産 19,895 25,469

商品 4,631 6,911

その他 28,714 34,139

貸倒引当金 △17,193 △9,857

流動資産合計 1,400,258 1,431,636

固定資産

有形固定資産

賃貸資産

賃貸資産 47,959 56,960

賃貸資産処分損引当金 △56 △17

賃貸資産前渡金 0 282

賃貸資産合計 47,902 57,224

社用資産 1,031 1,439

有形固定資産合計 48,934 58,664

無形固定資産

賃貸資産

賃貸資産 451 344

賃貸資産処分損引当金 △0 △0

賃貸資産合計 450 344

その他の無形固定資産

のれん 301 676

ソフトウエア 3,250 3,019

その他 274 881

その他の無形固定資産合計 3,826 4,577

無形固定資産合計 4,277 4,921

投資その他の資産

投資有価証券 14,639 16,440

破産更生債権等 2,186 1,725

その他 12,157 7,964

貸倒引当金 △1,922 △1,517

投資その他の資産合計 27,061 24,613

固定資産合計 80,272 88,199

資産合計 1,480,530 1,519,836
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 56,276 34,194

短期借入金 134,388 148,212

1年内返済予定の長期借入金 125,142 128,749

コマーシャル・ペーパー 334,901 331,907

債権流動化に伴う支払債務 24,094 26,475

リース債務 6,863 6,270

未払法人税等 1,265 1,669

割賦未実現利益 17,261 16,760

賞与引当金 1,158 845

資産除去債務 933 960

その他 29,854 29,383

流動負債合計 732,140 725,430

固定負債

社債 ― 20,000

長期借入金 505,096 523,580

債権流動化に伴う長期支払債務 40,528 40,690

退職給付に係る負債 4,401 4,521

預り保証金 20,156 20,590

資産除去債務 233 235

その他 1,376 1,706

固定負債合計 571,793 611,325

負債合計 1,303,934 1,336,756

純資産の部

株主資本

資本金 32,000 32,000

資本剰余金 66,264 66,264

利益剰余金 78,821 81,057

株主資本合計 177,085 179,322

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,439 3,673

繰延ヘッジ損益 △562 △385

為替換算調整勘定 △2,816 △921

退職給付に係る調整累計額 △546 △490

その他の包括利益累計額合計 △1,485 1,876

少数株主持分 996 1,881

純資産合計 176,596 183,079

負債純資産合計 1,480,530 1,519,836
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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３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 290,647

売上原価 256,061

売上総利益 34,586

販売費及び一般管理費 10,165

営業利益 24,420

営業外収益

受取利息 4

受取配当金 216

持分法による投資利益 115

その他 78

営業外収益合計 416

営業外費用

支払利息 186

社債発行費 102

為替差損 2,377

その他 6

営業外費用合計 2,672

経常利益 22,164

特別利益

固定資産売却益 15

投資有価証券償還益 999

ゴルフ会員権売却益 0

負ののれん発生益 64

特別利益合計 1,080

特別損失

固定資産除売却損 14

減損損失 2

投資有価証券売却損 10

投資有価証券評価損 0

特別損失合計 26

税金等調整前四半期純利益 23,217

法人税等 6,879

少数株主損益調整前四半期純利益 16,338

少数株主損失（△） △219

四半期純利益 16,558
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 16,338

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,239

繰延ヘッジ損益 177

為替換算調整勘定 1,870

退職給付に係る調整額 55

持分法適用会社に対する持分相当額 23

その他の包括利益合計 3,366

四半期包括利益 19,705

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 19,920

少数株主に係る四半期包括利益 △215
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

連結の範囲の重要な変更

第２四半期連結会計期間より、新たに出資したMCM Fund I, L.P.を連結の範囲に含めております。

　

(会計方針の変更等)

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)

該当事項はありません。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四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３四半期

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。)及びのれんの償却額は、次のとお

りであります。

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

減価償却費 10,384百万円

のれんの償却額 66百万円

(株主資本等関係)

当第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月26日
定時株主総会

普通株式 6,288 194.00 平成26年３月31日 平成26年６月27日 利益剰余金

平成26年６月26日
定時株主総会

第Ⅰ種
種類株式

791 194.00 平成26年３月31日 平成26年６月27日 利益剰余金

平成26年６月26日
定時株主総会

第Ⅱ種
種類株式

6,489 194.00 平成26年３月31日 平成26年６月27日 利益剰余金

平成26年６月26日
定時株主総会

第Ⅲ種
種類株式

753 194.00 平成26年３月31日 平成26年６月27日 利益剰余金

２．基準日が当第３四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３四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。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

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：百万円)

報告セグメント
その他
(注１)

合計
調整額
(注２)

四 半 期 連
結 損 益 計
算 書 計 上

額
（注３）

リース 割 賦
フ ァ イ ナ

ンス
計

売上高

外部顧客に対する売上高 242,939 31,108 8,954 283,003 7,644 290,647 ― 290,647

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― 22 22 △22 ―

計 242,939 31,108 8,954 283,003 7,666 290,670 △22 290,647

セグメント利益 18,683 1,429 8,374 28,487 2,176 30,664 △6,243 24,420

(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、売買取引、手数料取引及び保険代

理店業務等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額は、販売費及び一般管理費のうち報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門

(総務、人事、経理等)に係る全社費用であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、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
当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額(円) 224.29

(算定上の基礎)

四半期純利益金額(百万円) 16,558

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 16,558

普通株式の期中平均株式数(千株) 73,824

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額(円) 215.02

(算定上の基礎)

四半期純利益調整額(百万円) ―

普通株式増加数(千株) 3,184

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
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

―

(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27年２月９日

Ｊ Ａ 三 井 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 吉 田 波 也 人 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 井 上 雅 彦 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 大 野 開 彦 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ＪＡ三井リース

株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成26年10月１日

から平成26年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31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、ＪＡ三井リース株式会社及び連結子会社の平成26年12月31日現在

の財政状態及び同日をもって終了する第３四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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