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 （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。 

  

 当第１四半期連結累計期間において、当グループ（当社及び当社の関係会社）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。 

  

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23年４月１日 
至 平成23年６月30日 

自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日 

自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日 

売上高（百万円）  179,567  181,308  724,611

経常利益（百万円）  18,195  23,829  55,878

四半期（当期）純利益（百万円）  10,419  13,870  34,640

四半期包括利益又は包括利益 

（百万円） 
 11,320  13,989  38,060

純資産額（百万円）  398,856  431,505  420,864

総資産額（百万円）  3,706,741  3,690,460  3,682,299

１株当たり四半期（当期）純利益 

金額（円） 
 116.35  156.10  387.17

潜在株式調整後１株当たり四半期 

（当期）純利益金額（円） 
 116.17  155.74  386.44

自己資本比率（％）  10.3  11.2  10.9

２【事業の内容】

2012/08/09 10:22:4912843711_第１四半期報告書_20120809102226

- 1 -



 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。  

  

 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。 

  

 文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当グループ（当社、連結子会社及び持分法適用

会社）が判断したものであります。 

(1) 業績の状況 

 当第１四半期連結累計期間の連結業績は次のとおりとなりました。 

 営業面では、当第１四半期連結累計期間の契約実行高は、前年同期比8.8％増加の3,065億円となりました。 

  事業の種類別契約実行高では、賃貸取引が前年同期比16.5％増加の1,296億円（うちファイナンス・リース取引

1,166億円、オペレーティング・リース取引129億円）、割賦販売取引が前年同期比77.9％増加の187億円、貸付取

引が前年同期比0.1％増加の1,554億円、その他の取引が、前年同期比40.7％減少の27億円となりました。 

 損益面では、売上高は前年同期比1.0％増加の1,813億円となりました。プライベートエクイティ事業において

売却益を計上したことや、低利かつ安定的な資金調達を行ったことで資金原価が減少したことなどにより、営業

利益は前年同期比28.6％増加の214億円、経常利益は前年同期比31.0％増加の238億円、四半期純利益は前年同期

比33.1％増加の138億円と、それぞれ増益となりました。 
  

 セグメント別の業績は次のとおりとなります。（記載の売上高は外部顧客に対する売上高、セグメント利益は

配賦不能営業費用控除前の営業損益を記載しております。） 

 カスタマーファイナンス事業の契約実行高は、前年同期比13.4％増加の2,706億円となりました。損益面では、

売上高は前年同期比3.2％減少の1,393億円となりました。また、同事業における貸倒関連費用が増加したこと等

により、セグメント利益は前年同期比8.6％減少の110億円となりました。 

 アセットファイナンス事業の契約実行高は、前年同期比16.5％減少の359億円となりました。損益面では、プラ

イベートエクイティ事業において売却益を計上したこと等により、売上高は前年同期比17.8％増加の419億円、セ

グメント利益は前年同期比99.0％増加の120億円となりました。 

 外部環境は予断を許しませんが、引き続き経営管理体制を強化しつつ、事業金融分野におけるサービスの高度

化と機能充実を図ってまいります。  

(2) 財政状態 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比81億円増加して３兆6,904億円となりました。純

資産は、四半期純利益の積上げ等により、前連結会計年度末比106億円増加の4,315億円、自己資本比率は、前連

結会計年度末比0.3ポイント上昇して11.2％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１四半期連結累計期間において、当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。 

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

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】
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

     

 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。 

  

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  320,000,000

計  320,000,000

種類 
第１四半期会計期間末 
現在発行数（株） 
（平成24年６月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成24年８月８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  89,583,416  89,583,416

東京証券取引所、名古屋
証券取引所 

（市場第一部） 

単元株式数 

10株 

計  89,583,416  89,583,416 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（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】

（４）【ライツプランの内容】

（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24年４月１日～ 

平成24年６月30日 
－  89,583 －  33,196 －  33,802

（６）【大株主の状況】
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①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

  

 該当事項はありません。 

  

（７）【議決権の状況】

  平成24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 

 726,910
－ － 

完全議決権株式（その他） 
普通株式 

 88,855,660
 8,885,566 － 

単元未満株式 
普通株式 

 846
－ － 

発行済株式総数  89,583,416 － － 

総株主の議決権 －  8,885,566 － 

  平成24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 

（％） 

三菱ＵＦＪリース株式会
社 

東京都千代田区丸の内
一丁目５番１号  726,910 －  726,910  0.81

計 －  726,910 －  726,910  0.81

２【役員の状況】
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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24年４月１日から

平成24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24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。 

  

第４【経理の状況】
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 56,288 64,173

割賦債権 255,731 252,198

リース債権及びリース投資資産 1,199,471 1,219,752

営業貸付金 1,124,401 1,122,957

その他の営業貸付債権 69,205 63,857

賃貸料等未収入金 18,001 14,722

有価証券 66,613 66,551

商品 6,359 5,988

その他の流動資産 53,855 71,564

貸倒引当金 △19,478 △19,312

流動資産合計 2,830,450 2,862,455

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産   

賃貸資産 467,891 463,372

賃貸資産前渡金 122 1,065

賃貸資産合計 468,013 464,438

社用資産 12,264 12,161

有形固定資産合計 480,278 476,600

無形固定資産   

賃貸資産 92 80

その他の無形固定資産   

のれん 40,498 39,768

その他 11,232 10,987

その他の無形固定資産合計 51,730 50,755

無形固定資産合計 51,822 50,836

投資その他の資産   

投資有価証券 227,428 213,783

破産更生債権等 49,451 53,117

その他 58,401 51,158

貸倒引当金 △15,533 △17,490

投資その他の資産合計 319,748 300,568

固定資産合計 851,849 828,004

資産合計 3,682,299 3,690,460
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 90,953 73,412

短期借入金 586,942 590,060

1年内償還予定の社債 198,100 103,410

1年内返済予定の長期借入金 278,393 313,423

コマーシャル・ペーパー 719,300 767,900

債権流動化に伴う支払債務 52,779 66,114

未払法人税等 11,606 9,061

割賦未実現利益 33,297 32,084

賞与引当金 2,479 1,279

役員賞与引当金 25 48

賃貸資産保守引当金 236 241

その他の流動負債 94,977 94,332

流動負債合計 2,069,092 2,051,369

固定負債   

社債 239,930 276,165

長期借入金 766,623 753,639

債権流動化に伴う長期支払債務 51,435 43,334

退職給付引当金 2,820 2,828

役員退職慰労引当金 153 123

債務保証損失引当金 3 3

負ののれん 376 370

その他の固定負債 130,999 131,120

固定負債合計 1,192,343 1,207,585

負債合計 3,261,435 3,258,954

純資産の部   

株主資本   

資本金 33,196 33,196

資本剰余金 166,789 166,789

利益剰余金 207,676 218,419

自己株式 △2,540 △2,540

株主資本合計 405,121 415,863

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,447 2,144

繰延ヘッジ損益 △960 △922

為替換算調整勘定 △4,603 △4,020

その他の包括利益累計額合計 △2,116 △2,798

新株予約権 548 548

少数株主持分 17,311 17,892

純資産合計 420,864 431,505

負債純資産合計 3,682,299 3,690,460
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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23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 179,567 181,308

売上原価 149,372 144,574

売上総利益 30,194 36,734

販売費及び一般管理費 13,519 15,293

営業利益 16,675 21,440

営業外収益   

受取利息 5 12

受取配当金 596 742

為替差益 229 776

持分法による投資利益 723 620

その他 662 941

営業外収益合計 2,218 3,092

営業外費用   

支払利息 545 583

その他 153 120

営業外費用合計 698 703

経常利益 18,195 23,829

特別利益   

投資有価証券売却益 48 34

特別利益合計 48 34

特別損失   

投資有価証券評価損 462 292

投資有価証券売却損 1 5

特別損失合計 464 298

税金等調整前四半期純利益 17,780 23,566

法人税等 6,896 9,180

少数株主損益調整前四半期純利益 10,883 14,385

少数株主利益 463 515

四半期純利益 10,419 13,870
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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23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 10,883 14,385

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 103 △1,311

繰延ヘッジ損益 103 37

為替換算調整勘定 229 872

持分法適用会社に対する持分相当額 0 6

その他の包括利益合計 437 △396

四半期包括利益 11,320 13,989

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 10,836 13,381

少数株主に係る四半期包括利益 483 608
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（連結の範囲の重要な変更） 

 当第１四半期連結会計期間より、三菱日聯融資租賃（中国）有限公司（Mitsubishi UFJ Lease & Finance 
(China) Co. Ltd.）は、重要性が増加したことにより、新たに連結の範囲に含めております。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した社用資産（リース賃借資産を除く）について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。  

  

（税金費用の計算）  

 当社及び一部の連結子会社の税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調

整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積

実効税率を乗じて計算しております。 

  

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

【会計方針の変更等】

【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】
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保証債務 

銀行借入金に対する保証債務等 

  

  

 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。）、のれんの償却額及び負ののれ

んの償却額は、次のとおりであります。  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

配当金支払額 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

配当金支払額 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成24年３月31日） 

当第１四半期連結会計期間 
（平成24年６月30日） 

成都神鋼建機融資租賃有限公司 百万円 2,834 成都神鋼建機融資租賃有限公司 百万円 2,723

MUL(Taiwan)Ltd.  2,766 MUL(Taiwan)Ltd.  2,474

㈲ピー・エフ・アイ・ 
エム・シーワン 

 1,152
㈲ピー・エフ・アイ・ 
エム・シーワン  

 1,152

Odebrecht Drilling  
Services LLC  

 1,156
Odebrecht Drilling  
Services LLC  

 1,051

三菱日聯融資租賃（中国）有限公司  5,954 その他の個人及び法人 152件  3,136

その他の個人及び法人 154件  3,332        

計  17,196 計  10,537

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  
前第１四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日 
至  平成23年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日 
至  平成24年６月30日） 

賃貸資産減価償却費 百万円 18,933 百万円 18,939

社用資産減価償却費  1,035  1,022

のれんの償却額  729  729

負ののれんの償却額  △6  △6

（株主資本等関係）

（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23年５月16日 

取締役会 
普通株式  2,238  25 平成23年３月31日 平成23年６月８日 利益剰余金 

（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24年５月15日 

取締役会 
普通株式  3,021  34 平成24年３月31日 平成24年６月７日 利益剰余金 

2012/08/09 10:22:4912843711_第１四半期報告書_20120809102226

- 11 -



Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30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 

（注）１．セグメント利益の調整額は、主に、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。 

２．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。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30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 

（注）１．セグメント利益の調整額は、主に、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。 

２．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。 

   

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
調整額 
(注）１ 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注）２ 

カスタマー
ファイナンス 

アセット
ファイナンス 

計

売上高          

外部顧客への売上高  143,950  35,617  179,567  －  179,567

セグメント間の内部売上高
又は振替高  11  47  58  △58  －

計  143,961  35,664  179,626  △58  179,567

セグメント利益  12,120  6,076  18,196  △1,521  16,675

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
調整額 
(注）１ 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注）２ 

カスタマー
ファイナンス 

アセット
ファイナンス 

計

売上高          

外部顧客への売上高  139,342  41,965  181,308  －  181,308

セグメント間の内部売上高
又は振替高  9  63  72  △72  －

計  139,352  42,028  181,381  △72  181,308

セグメント利益  11,083  12,093  23,177  △1,736  21,440

2012/08/09 10:22:4912843711_第１四半期報告書_20120809102226

- 12 -



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 平成24年５月15日開催の取締役会において、第41期（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）の期末配当

を行うことを決議いたしました。 

 (注）平成24年３月31日の 終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者（自己株式を除く）に対

し、支払いを行います。 

  

（１株当たり情報）

  
前第１四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日） 

（1）１株当たり四半期純利益金額 円 116.35 円 156.10

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（百万円）  10,419  13,870

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）  10,419  13,870

普通株式の期中平均株式数（千株）  89,556  88,856

（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 円 116.17 円 155.74

（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）  133  205

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）

２【その他】

期末配当金総額 3,021百万円

１株当たりの金額 34円00銭

支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成24年６月７日
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 該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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 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」に掲げられている三菱ＵＦＪ

リース株式会社の平成２４年４月１日から平成２５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

２４年４月１日から平成２４年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成２４年４月１日から平成２４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、三菱ＵＦＪリース株式会社及び連結子会社の平成２４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 
  

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

    平成２４年８月８日 

三菱ＵＦＪ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  峯   敬    印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 白田 英生   印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 川口 泰広   印 

（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。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。 
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