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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】

 

回次
第41期

第１四半期
連結累計期間

第42期
第１四半期
連結累計期間

第41期

会計期間

自平成28年
　４月１日
至平成28年
　６月30日

自平成29年
　４月１日
至平成29年
　６月30日

自平成28年
　４月１日
至平成29年
　３月31日

売上高 （百万円） 72,941 77,104 291,116

経常利益 （百万円） 4,322 4,326 17,180

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 2,967 3,032 11,772

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 2,941 2,961 12,231

純資産額 （百万円） 147,644 158,023 155,998

総資産額 （百万円） 882,177 935,319 918,864

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 95.05 97.14 377.12

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 16.7 16.8 16.9

（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、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

 

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の連結子会社）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、主要な関係会社における異動もありません。
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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、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】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が

判断したものであります。

 

(1)業績の状況

（第１四半期連結累計期間の連結経営成績）
 

 前第１四半期連結累計期間

（自 平成28年４月１日

至 平成28年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自 平成29年４月１日

至 平成29年６月30日）

増　減

 金額 伸率(％)

売上高（百万円） 72,941 77,104 4,163 5.7

営業利益（百万円） 4,319 4,319 0 0.0

経常利益（百万円） 4,322 4,326 4 0.1

親会社株主に帰属する四半期

純利益（百万円）
2,967 3,032 65 2.2

１株当たり四半期純利益 95円05銭 97円14銭 ２円09銭 －

（契約実行高）

リース・割賦事業（百万円） 70,064 82,948 12,883 18.4

金融サービス事業（百万円） 8,680 4,255 △4,425 △51.0

契約実行高合計（百万円） 78,744 87,203 8,458 10.7

 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府・日銀による財政・金融政策の下支えのもと、輸出の

増加や人手不足を背景とした省力化、効率化への需要の高まりなどにより緩やかな回復基調にあります。しかしな

がら、海外の政治情勢への懸念や地政学リスクの高まりなどから先行きは不透明な状況が続いております。

リース業界においては、平成29年６月累計のリース取扱高は、前年同期比6.1％減少の１兆1,214億円となりま

した。（公益社団法人リース事業協会統計）

このような状況の中、当社グループにおいては、新３ヵ年中期経営計画（中計）をスタートさせ、中計で定め

た事業成長戦略と組織能力強化戦略のもと、注力分野に対する営業強化に加えて新規事業領域の開拓を図ってまい

りました。

当第１四半期連結累計期間における契約実行高合計は前年同期比10.7％増加の872億３百万円となり、営業資産

残高は前期末に比べ114億30百万円増加し7,953億85百万円となりました。

その結果、売上高は営業資産残高の増加に伴い前年同期比5.7％増加の771億４百万円となりました。営業利益

は、貸倒費用の減少や資金原価の低減を進めたものの、市場金利の低下に加え競争激化の影響から売上原価率が上

昇し、前年同期並みの43億19百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、法人税等合計の減少に

より前年同期比2.2％増加の30億32百万円となりました。
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セグメントの業績は次のとおりであります。

 

売上高（百万円） セグメント利益（百万円） 営業資産（百万円）

前四半期

累計

当四半期

累計
増減

前四半期

累計

当四半期

累計
増減 前期末

当四半期

末
増減

リース・割賦 70,671 74,520 3,848 3,833 3,701 △132 654,737 667,347 12,610

金融サービス 1,668 1,757 88 702 832 129 121,666 121,888 221

報告セグメント計 72,340 76,277 3,937 4,536 4,533 △2 776,404 789,236 12,831

その他 600 826 225 59 62 3 7,550 6,149 △1,401

合　計 72,941 77,104 4,163 4,595 4,595 0 783,955 795,385 11,430

 

①リース・割賦

リース・割賦事業においては、国内の設備投資に力強さが欠け、競争激化が継続するなか、事務用機器・情報関

連機器、太陽光発電設備を中心とする環境関連機器、車輌及び輸送用機器などの取扱が伸長し、契約実行高は829

億48百万円と前年同期比18.4％増加しました。その結果、営業資産残高は前期末から126億10百万円増加し、6,673

億47百万円となりました。

リース・割賦事業の売上高は前年同期比5.4％増加し745億20百万円となり、セグメント利益は売上原価率の上昇

により前年同期比3.5％減少し37億１百万円となりました。

 

②金融サービス

金融サービス事業は、住宅関連向け融資は伸長したものの前期にあった法人向け融資の大口契約の反動減によ

り、契約実行高は前年同期比51.0％減少の42億55百万円となりました。営業資産残高は、前期末から２億21百万円

増加し1,218億88百万円となりました。受取手数料については、集金代行サービスや介護報酬ファクタリングサー

ビスが順調に推移しました。売上高は前年同期比5.3％増加し17億57百万円となり、セグメント利益は貸倒費用の

減少と受取手数料の増加から前年同期比18.5％増加の８億32百万円となりました。

 

③その他

その他の事業は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、計測・校正・機器点検等の受託技術サー

ビス、及びリコーグループ内での融資、ファクタリング、国内キャッシュ・マネジメント・システムの運営等が含

まれています。売上高は前年同期比37.6%増加の８億26百万円、セグメント利益は前年同期比5.6%増加の62百万円

となりました。

また、その他の事業の営業資産残高は、前期末に比べ14億１百万円減少し61億49百万円となりました。

 

(2)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四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はありません。

(3)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 120,000,000

計 120,000,000

 

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６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年８月４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 31,243,223 31,243,223
東京証券取引所

（市場第一部）

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、単元株式数

は100株でありま

す。

計 31,243,223 31,243,223 － －

 

（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。

（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
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

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29年４月１日～

平成29年６月30日
－ 31,243 － 7,896 － 10,159

 

（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。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

直前の基準日（平成29年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

平成29年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

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） 普通株式 26,500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 31,194,200 311,942 －

単元未満株式 普通株式 22,523 － －

発行済株式総数 31,243,223 － －

総株主の議決権 － 311,942 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が700株含まれております。また、「議

決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数７個が含まれております。

②【自己株式等】

平成29年６月30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（％）

リコーリース株式会社
東京都江東区東雲

一丁目７番12号
26,500 － 26,500 0.08

計 － 26,500 － 26,500 0.08

 

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１四半期連結会計期間（平成29年４月１日から平

成29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について有限責任 あずさ監査法人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29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,061 5,918

受取手形及び売掛金 14 13

割賦債権 105,028 117,037

未収賃貸債権 38,020 38,130

リース債権及びリース投資資産 538,028 540,423

営業貸付金 129,217 128,037

その他の営業貸付債権 47,414 48,732

その他の営業資産 ※２ 5,067 ※２ 5,064

賃貸料等未収入金 6,210 6,585

その他の流動資産 25,244 23,934

貸倒引当金 △7,731 △7,719

流動資産合計 889,576 906,157

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産 20,050 20,209

社用資産 462 447

有形固定資産合計 20,513 20,656

無形固定資産   

賃貸資産 843 848

その他の無形固定資産 1,502 1,427

無形固定資産合計 2,346 2,275

投資その他の資産   

投資有価証券 3,875 3,765

破産更生債権等 1,205 1,147

その他 2,019 1,915

貸倒引当金 △671 △597

投資その他の資産合計 6,428 6,229

固定資産合計 29,288 29,162

資産合計 918,864 935,319
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 26,869 12,281

短期借入金 112,115 115,446

1年内償還予定の社債 30,000 30,000

1年内返済予定の長期借入金 97,942 81,942

コマーシャル・ペーパー － 18,000

未払法人税等 2,677 1,590

割賦未実現利益 9,213 11,170

賞与引当金 780 457

役員賞与引当金 35 －

その他の流動負債 49,633 50,133

流動負債合計 329,269 321,023

固定負債   

社債 90,000 90,000

長期借入金 336,636 358,636

退職給付に係る負債 1,023 1,023

その他の固定負債 5,937 6,613

固定負債合計 433,597 456,272

負債合計 762,866 777,296

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,896 7,896

資本剰余金 10,160 10,160

利益剰余金 136,778 138,874

自己株式 △48 △48

株主資本合計 154,787 156,883

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 867 756

退職給付に係る調整累計額 △340 △329

その他の包括利益累計額合計 526 426

非支配株主持分 683 713

純資産合計 155,998 158,023

負債純資産合計 918,864 935,319
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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１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

売上高 72,941 77,104

売上原価 65,089 69,192

売上総利益 7,851 7,912

販売費及び一般管理費 3,532 3,593

営業利益 4,319 4,319

営業外収益   

受取配当金 2 1

その他の営業外収益 4 8

営業外収益合計 6 10

営業外費用   

支払利息 3 2

その他の営業外費用 0 0

営業外費用合計 3 3

経常利益 4,322 4,326

税金等調整前四半期純利益 4,322 4,326

法人税、住民税及び事業税 1,415 1,453

法人税等調整額 △85 △187

法人税等合計 1,330 1,266

四半期純利益 2,992 3,060

非支配株主に帰属する四半期純利益 25 28

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,967 3,032
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

四半期純利益 2,992 3,060

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △54 △110

退職給付に係る調整額 3 11

その他の包括利益合計 △50 △99

四半期包括利益 2,941 2,961

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,916 2,932

非支配株主に係る四半期包括利益 24 29
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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）

該当事項はありません。

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

 

（会計上の見積りの変更）

該当事項はありません。

（四半期連結貸借対照表関係）

　１　保証債務

　　　　　企業の融資に対する保証を行っております。

 
前連結会計年度

（平成29年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成29年６月30日）

法人１件 ６百万円 ５百万円

 

※２　リース債権流動化に伴う劣後信託受益権であります。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四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１四半

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。）は、次のとおりでありま

す。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

減価償却費 2,115百万円 2,360百万円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

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28年６月15日

定時株主総会
普通株式 858 27.5 平成28年３月31日 平成28年６月16日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

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29年６月14日

定時株主総会
普通株式 936 30.0 平成29年３月31日 平成29年６月15日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日 至　平成28年６月30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：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）

合計
 リース・割賦 金融サービス 計

売上高      

外部顧客への売上高 70,671 1,668 72,340 600 72,941

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 70,671 1,668 72,340 600 72,941

セグメント利益 3,833 702 4,536 59 4,595

（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、計測・校正・機器点検等の

受託技術サービス、及びリコーグループ内での融資、ファクタリング、国内キャッシュ・マネジメン

ト・システムの運営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連結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：百万円）
 

利益 金額

報告セグメント計 4,536

「その他」の区分の利益 59

全社費用（注） △275

四半期連結損益計算書の営業利益 4,319

（注）全社費用は、主に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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Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日 至　平成29年６月30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：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）

合計
 リース・割賦 金融サービス 計

売上高      

外部顧客への売上高 74,520 1,757 76,277 826 77,104

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 74,520 1,757 76,277 826 77,104

セグメント利益 3,701 832 4,533 62 4,595

（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、計測・校正・機器点検等の

受託技術サービス、及びリコーグループ内での融資、ファクタリング、国内キャッシュ・マネジメン

ト・システムの運営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連結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：百万円）
 

利益 金額

報告セグメント計 4,533

「その他」の区分の利益 62

全社費用（注） △276

四半期連結損益計算書の営業利益 4,319

（注）全社費用は、主に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。

 

（金融商品関係）

前連結会計年度の末日と比較して、著しい変動はありません。

（有価証券関係）

前連結会計年度の末日と比較して、著しい変動はありません。

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。
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（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は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 95円05銭 97円14銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万

円）
2,967 3,032

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益金額（百万円）
2,967 3,032

普通株式の期中平均株式数（千株） 31,216 31,216

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

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８月４日

リコーリース株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  林　 秀行　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 高津　知之　　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」に掲げられているリコーリース株
式会社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成29年４月１日から
平成29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30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、リコーリース株式会社及び連結子会社の平成29年６月30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おりません。
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