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 (百万円未満切捨て) 

１．2021年3月期第2四半期の連結業績（2020年4月1日～2021年9月30日） 
（１）連結経営成績（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 
親会社株主に帰属する 

四半期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

 2021年3月期第2四半期 211,470 △3.1 4,107 △46.0 3,167 △60.2 2,077 △61.7 

 2020年3月期第2四半期 218,198 2.6 7,600 △23.9 7,960 △10.2 5,422 △11.2 
 
(注) 包括利益 2021年3月期第2四半期 2,606百万円(△48.8％) 2020年3月期第2四半期 5,094百万円(△13.6％) 

 

 
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3月期第2四半期 28.15 26.98 

 2020年3月期第2四半期 73.45 70.42 
 
 

（２）連結財政状態  
 

 総資産 純資産 自己資本比率 
 百万円 百万円 ％ 

2021年3月期第2四半期 1,820,213 225,830 12.2 

 2020年3月期 1,769,241 230,362 12.9 
 
(参考) 自己資本 2021年3月期第2四半期 222,248百万円 2020年3月期 227,672百万円 

 
 (億円未満切捨て) 

２．2021年3月期の連結業績予想の修正（2020年4月1日～2021年3月31日） 
 (％表示は対前期増減率) 
 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する 

当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

通 期 432,000 △7.5 15,200 △30.3 14,300 △36.0 9,100 △42.8 

 （注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有 

 

・本資料に記載されている業績予想については、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。 

・本資料は、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。 
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※ 連結業績予想に関する説明 

第2四半期連結累計期間の実績及び今後の見通しも踏まえ、2020年6月25日に公表しております2021年3月

期通期の連結業績予想を以下のとおり修正いたします。主な修正理由は、第2四半期連結累計期間におい

て営業資産を厳格に精査の上、(1)航空機ファイナンス等の貸倒引当金を追加計上したこと（前回予想比

△15億円(費用増)）及び(2)米国貨車リース会社の持分法投資損失（同△11億円(持分損益減少)）を計上

したことによるものです。 

尚、新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい経済状況が年度半ばまで継続した後、緩やかに回復

するとの前提を置いております。 

 

2021年3月期通期の連結業績予想（2020年4月1日～2021年3月31日） 

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属する 

当期純利益 

 

前回発表予想（A） 

百万円 

431,500  

百万円 

16,600 

百万円 

16,700 

百万円 

11,000 

今回修正予想（B） 432,000 15,200 14,300 9,100 

増減額（B-A） +500 △1,400 △2,400 △1,900 

増減率（％） +0.1 △8.4 △14.4 △17.3 

修正要因 - (1)引当増△1,500 (1)引当増△1,500 

(2)持分損益△1,100 

- 

(参考)前期連結実績

(2020年3月期) 
467,135 21,808 22,334 15,904 

 

以上 

 

 



（単位：百万円）

資産の部 負債の部

流動資産 1,653,044 流動負債 906,710

現金及び預金 85,358 支払手形及び買掛金 30,114

受取手形 3 短期借入金 272,701

割賦債権 139,358 1年内償還予定の社債 10,000

リース債権及びリース投資資産 1,016,944 1年内返済予定の長期借入金 113,605

営業貸付金 299,367 コマーシャル・ペーパー 390,964

その他の営業貸付債権 61,265 債権流動化に伴う支払債務 33,580

賃貸料等未収入金 1,589 リース債務 8,079

その他の営業資産 11,010 未払法人税等 1,596

有価証券 1,323 割賦未実現利益 13,218

商品 11,267 賞与引当金 1,168

その他 32,012 役員賞与引当金 7

貸倒引当金 △ 6,458 資産除去債務 1,396

その他 30,276

固定資産 167,169 固定負債 687,672

有形固定資産 102,979 社債 110,000

賃貸資産 100,671 長期借入金 468,623

賃貸資産 100,653 債権流動化に伴う長期支払債務 74,856

賃貸資産前渡金 17 退職給付に係る負債 6,593

社用資産 2,308 預り保証金 26,244

資産除去債務 450

その他 904

無形固定資産 7,068 負債合計 1,594,383

賃貸資産 658 純資産の部

のれん 2,595

ソフトウエア 3,463 株主資本 224,077

その他 350 資本金 32,000

資本剰余金 66,291

利益剰余金 125,786  

投資その他の資産 57,121 その他の包括利益累計額  △ 1,829  

投資有価証券 42,706 その他有価証券評価差額金 7,042

破産更生債権等 4,322 繰延ヘッジ損益 △ 188

その他 12,465 為替換算調整勘定 △ 7,753

貸倒引当金 △ 2,373 退職給付に係る調整累計額 △ 930

非支配株主持分 3,582

純資産合計 225,830

資産合計 1,820,213 負債純資産合計 1,820,213

四半期連結貸借対照表
2020年9月30日現在

科              目 金          額 科              目 金          額



（単位：百万円）

売上高 211,470

売上原価 189,789

売上総利益 21,681

販売費及び一般管理費 17,573

営業利益 4,107

営業外収益

受取利息 8

受取配当金 212

その他 33 254

営業外費用

支払利息 140

持分法による投資損失 915

社債発行費 97

為替差損 40

その他 0 1,194

経常利益 3,167

特別利益

固定資産売却益 2

投資有価証券売却益 5 8

特別損失

固定資産除売却損 6

投資有価証券評価損 104

関係会社整理損 15 126

税金等調整前四半期純利益 3,048

法人税等 1,029

四半期純利益 2,019

非支配株主に帰属する四半期純損失 △ 58

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,077

四半期連結損益計算書

科 目 金 額

自　2020年4月1日　　至　2020年9月30日


