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１．平成19年６月中間期の業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 3,084 0.3 149 △21.9 89 △36.5 △25 －

18年６月中間期 3,074 7.8 191 83.8 141 104.4 171 －

18年12月期 6,675  526  413  334  

１株当たり中間
（当期）純損益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年６月中間期 △3 67 － －

18年６月中間期 36 81 34 84

18年12月期 47 84 44 78

（参考）持分法投資損益 19年６月中間期 －百万円 18年６月中間期 －百万円 18年12月期 －百万円

(2）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年６月中間期 7,464 1,405 18.8 199 53

18年６月中間期 8,014 1,314 16.4 282 04

18年12月期 7,626 1,471 19.3 210 57

（参考）自己資本 19年６月中間期 1,405百万円 18年６月中間期 1,314百万円 18年12月期 1,471百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年６月中間期 617 △585 △17 493

18年６月中間期 601 △659 746 1,172

18年12月期 1,117 △1,136 13 479

２．配当の状況

１株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

18年12月期 0 00 6 00 6 00

19年12月期 0 00 －

19年12月期（予想） － 6 00 6 00

３．平成19年12月期の業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 6,700 0.4 300 △43.0 200 △51.6 50 △85.0 6 00
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４．その他

(1）中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

(2）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） 19年６月中間期 7,044,520株 18年６月中間期 4,668,680株 18年12月期 7,003,020株

②　期末自己株式数 19年６月中間期 2,030株 18年６月中間期 6,620株 18年12月期 16,530株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、24ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今

後さまざまな要因によって予想数値と異なる可能性があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当中間会計期間におけるわが国経済は、世界同時株安や円高の進行により一時的に不透明感が強まった時期もあり

ましたが、堅調な設備投資や企業業績に支えられ景気拡大が緩やかに持続しております。個人消費に力強さは欠ける

ものの、４月の完全失業率が９年１ヶ月ぶりに３％台の3.8％まで低下するなど、雇用環境は大幅な改善を続けており

ます。

当社の主たる需要先である建設業界を取り巻く環境は、依然として国や地方自治体の緊縮財政による影響で、公共

工事等の発注が減少し、厳しい状況が続いております。しかしながら、都市部を中心とした地域では工場やショッピ

ングセンター、オフィスビルなどの民間の建築現場向けレンタル需要が好調に推移しております。

このような環境の中、当社は、民間需要を取り込んでいくために、今中間会計期間中に寄居出張所（埼玉県大里郡

寄居町）、つくば営業所（茨城県つくば市）、新潟中央営業所（新潟県新潟市東区）、三郷営業所（埼玉県三郷市）

の４店舗を出店いたしました。また、設備投資につきましても、南関東地域を中心とした地域に事業所を展開してい

くためには、環境対応機の導入が不可欠のため、高所作業車等のメンテナンス機器を中心に導入を行うとともに、環

境対応機でないものを中心に売却を行いました。

売上につきましては、中古機械の販売を前年より大幅に増やしたこともあり、若干ではありますが、増収となりま

した。しかし、利益面につきましては、 出店コストや設備投資負担を中古機械の販売と修繕費の低減で補いきれず、

営業利益及び経常利益は前年実績を下回り、減損損失等を計上したこともあり、当期純利益は前年実績を大幅に下回

る結果となりました。

この結果、当中間会計期間の売上高は30億84百万円（前年同期比0.3％増）、営業利益は１億49百万円（前年同期比

21.9％減）、経常利益は89百万円（前年同期比36.5％減）、当期純損失は25百万円（前年同期は171百万円の純利益）

となりました。 

通期の見通しにつきましては、 上期に引き続き中古機械の販売を継続するとともに、都市部を中心とした民間需要

の取り込みを強化することで、業績の確保に努めてまいりますが、中間期の減損損失の影響が通期においても残る見

込みであります。

通期の業績といたしましては、下記を予想しております。
  増減率 

売上高  6,700百万円 (前期比 　　0.4％) 
営業利益 300百万円 (前期比　△43.0％) 
経常利益  200百万円 (前期比　△51.6％) 
当期純利益  50百万円 (前期比　△85.0％) 

(2）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産）

　当中間会計期間末における流動資産の残高は、前事業年度末に比べて２億99百万円減少し、当中間会計期間末には

19億85百万円となりました。 主な要因は、受取手形が１億96百万円、売掛金が１億91百万円減少したことなどによる

ものであります。

（固定資産）

　当中間会計期間末における固定資産の残高は、前事業年度末と比べて１億37百万円増加し、当中間会計期間末には

54億79百万円となりました。主な要因は、有形固定資産が１億75百万円増加、繰延税金資産が56百万円減少したこと

などによるものであります。

（流動負債）

　当中間会計期間末における流動負債の残高は、前事業年度末と比べて１億32百万円減少し、当中間会計期間末には

29億78万円となりました。主な要因は、支払手形が１億86百万円、買掛金が75百万円、未払金が53百万円減少、短期

借入金が72百万円、未払法人税等が39百万円増加したことなどによるものであります。

（固定負債）

　当中間会計期間末における固定負債の残高は、前事業年度末と比べて36百万円増加し、当中間会計期間末には30億

80百万円となりました。主な要因は、長期借入金が４億44百万円減少、社債が５億円増加したことなどによるもので

あります。

（純資産）

　当中間会計期間末における純資産の残高は、前事業年度末と比べて66百万円減少し、当中間会計期間末には14億５

百万円となりました。主な要因は、別途積立金が２億95百万円増加、繰越利益剰余金が３億68百万円減少したことな

どによるものであります。

② キャッシュ・フローの状況 

　当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べて14百万円増加

し、４億93百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

　営業活動の結果増加した資金は６億17百万円（前年同期比2.6％増）となりました。

これは主に、税引前当期純利益68百万円に資金の増加要因として減価償却費４億55百万円、売上債権の減少額３億88

百万円、資金の減少要因として仕入債務の減少額２億62百万円などを反映したものであります。 
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（投資活動としてのキャッシュ・フロー） 

　投資活動の結果減少した資金は５億85百万円（前年同期比11.2％減）となりました。 

　これは主に有形固定資産の取得５億68百万円などによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

　財務活動の結果減少した資金は17百万円（前年同期は７億46百万円の増加）となりました。

　これは主に社債の発行による収入４億87百万円、借入金の純減額３億72百万円、割賦債務の支払額91百万円、配当

金の支払額40百万円などを反映したものであります。 

（参考）キャッシュ・フロー指標のトレンド

平成15年12月期 平成16年12月期 平成17年12月期 平成18年12月期
平成19年12月

中間期

自己資本比率（％） 18.9 14.4 15.4 19.3 18.8

時価ベースの自己資本比率

（％）
14.4 17.3 27.9 17.4 16.0

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
4.8 7.4 5.0 4.2 3.5

インタレスト・カバレッジ・

レシオ
10.0 5.9 9.4 8.9 10.3

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

（中間期については、キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。

（注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

（注３）有利子負債は貸借対照表（中間貸借対照表）に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債

を対象としております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　株主の皆様への利益配分につきましては、長期的に安定した利益還元を継続的に実施していくことを基本方針とし

ております。また、今後は業績に応じた利益配分も検討してまいります。

　経営環境の変化やリスクに柔軟に適応できる財務体質の強化並びに将来の事業展開に備えるために必要な内部留保

の充実も継続企業の責務として強化を図る所存であります。

　当期末の配当金につきましては、１株当たり６円を予想しております。 

(4）事業等のリスク

（事業リスク）

　当社を取り巻く事業環境は、国及び地方自治体の公共工事の関連予算の影響を強く受けます。政府による財政構造

改革を反映して、中長期にわたっても公共工事は、低調に推移するものと考えられます。

　当社は、民間需要が堅調な都市部に重点を移し、都市再生を促進する環境整備需要に注力すると共に、建物の新築

を含めた維持管理、改修の新インフラの受注拡大を推進してまいりますが、民間需要も含め建設投資が更に抑制され

た場合は、当社の業績が影響を受ける可能性があります。

（天候リスク）

　当社の貸出先である建設業界は、主に公共工事、民間工事共に土木工事の比率の高い企業が多く、工事が屋外作業

となり、作業の進捗状況は、天候に左右されます。

　特に雨や雪の影響により工事の中断や延期が度々起こります。このような状況下では、貸出機械の稼働が減少しま

す。主に、梅雨や夏の台風による降雨、12月から３月までの降雪の状況によっては、当社の業績が影響を受ける可能

性があります。

（レンタル価格の低下リスク）

　建設機械のレンタル市場規模は、ここ数年横ばいとなっております。その中にあって、建設機械メーカー各社は、

グループ会社を通じてレンタル事業の強化策を進めております。また、広域レンタル会社は、地場中小業者の買収、

提携を促進して、優良ユーザー層の維持及び獲得を進めております。このような状況の下、貸出価格は下がる可能性

があり、当社の業績が影響を受ける可能性があります。

（借入金の金利変動リスク）

　当社は、賃貸用資産や自社用資産の取得に係る資金需要に対して、主に外部から資金を調達しております。これら

外部から調達する資金については、現在、変動金利で調達している部分もあり、金利市場を勘案の上、金利固定化等

により、金利変動リスクの軽減に努めておりますが、今後の金融政策の動向によっては、当社の業績が影響を受ける

可能性があります。また、当社の業績動向によっては、シンジケートローンの財務制限条項等により財政状態に影響

が出る可能性があります。
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２．企業集団の状況
該当事項はありません。 

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　自他共栄を経営理念とし、適切な機材及び機械をより良いサービスで提供し、建設産業を始めとして関連産業のア

ウトソーシングを担う役割として、地域社会の社会基盤整備に貢献することを、基本方針としています。また、営業

政策の基本路線は、地域に根ざして事業を展開されている地元企業との長きにわたる信頼関係を構築することによっ

て、当社の安定した成長を図ってまいります。

(2）目標とする経営指標

　経営指標の中で最も重視しているものは、売上高経常利益率であり、目標数値は５％以上で長期安定的に確保する

よう企業努力をしてまいります。また、当社の事業スタイルは、賃貸用資産を購入し、それをユーザー様に賃貸する

ことで収益を得ているため、資産の効率性を見る上で重要な経営指標である総資産経常利益率も重視してまいります。

具体的な年度目標数値は５％であります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社の主たる取引先である建設事業者は、工事の受注件数が低迷していた３～４年前頃から建設機械を自社保有か

らレンタルに切り替えるリストラを継続してきました。都市部を中心として民間需要が回復した現在も建設事業者は

建設機械をレンタルで調達する比率が高く、潜在的な市場規模はかなり見込めると考えております。しかしながら、

公共事業や民間需要が全国に波及するということは以前に比べて考えにくく、建設市場は、今後、減少基調で推移す

るであろう公共事業が中心の地方と民間需要が堅調に推移している都市部では、ますます二極化の様相を強めるであ

ろうと考えております。

　当社は、中長期的には、南関東地域を重点戦略地域と位置づけ、Ｍ＆Ａや業務提携等も含め、拠点網の整備に注力

し、民間需要の取り込みに全力を挙げる所存であります。また、都市部への出店強化に伴い、新たな設備投資も必要

となることから、今後数年間にわたり20億円前後の高水準の設備投資を計画するとともに、機械の更新時期も従来よ

り早め、機械等に係る修繕費を軽減し、原価の低減に努めてまいります。

(4）会社の対処すべき課題

都市部を中心とした民間需要は、好調な企業業績を背景に今後も続くものと予想されます。しかしながら地方では

公共事業への依存度が高く、今後も公共事業の伸びは期待できないため、当社としては、南関東地域を重点戦略地域

と定めて、経営資源を集中させてまいります。また、南関東地域への出店強化に伴い、環境対応機への切り換えを急

ぐ必要があり、かなりの設備投資負担と資金需要が生じる事となります。

設備投資負担については、旧年式の機械や車両等を売却することで減価償却費や修繕費を軽減します。また、資金

需要については、シンジケートローンや社債等を活用し、金利上昇による金利負担を回避しながら、安定した資金調

達を目指します。

また、都市部を中心とした民間需要を取り込んでいくためには、当社の従来型の営業スタイルを変えていく必要が

あり、社員個々のスキルアップ、人事評価制度の見直し等を行い、厳しい経営環境を乗り切るために企業の体質強化

を推し進めてまいります。

さらに、今後事業規模を拡大していくためには、各拠点にリーダーシップを持った管理職の確保と、営業体制の確

立が鍵であると考えております。また、効率的な管理体制の確立のため、内部統制の構築並びにコンプライアンスに

対する意識改革にも努めてまいります。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。
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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年６月30日現在）
当中間会計期間末

（平成19年６月30日現在）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年12月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金  1,400,196   706,802    680,802   

２　受取手形 ※2,3 449,372   413,198    609,882   

３　売掛金  720,515   752,627    943,982   

４　たな卸資産  24,565   33,009    23,496   

５　繰延税金資産  59,180   61,005    29,127   

６　その他  33,530   33,176    32,531   

７　貸倒引当金  △25,800   △14,300    △34,400   

流動資産合計   2,661,560 33.2  1,985,519 26.6 △676,041  2,285,422 30.0

Ⅱ　固定資産            

(1）有形固定資産 ※１           

イ　賃貸用資産            

１　機械装置  2,366,674   2,613,551    2,452,569   

２　その他  336,657   316,382    344,248   

賃貸用資産
計

  2,703,331 33.7  2,929,934 39.2 226,602  2,796,817 36.7

ロ　自社用資産            

１　建物 ※２ 452,969   476,890    439,764   

２　土地 ※２ 1,608,352   1,567,396    1,567,396   

３　その他  142,449   169,630    164,653   

自社用資産
計

  2,203,772 27.5  2,213,917 29.7 10,145  2,171,814 28.4

有形固定資産
合計

  4,907,103 61.2  5,143,851 68.9 236,747  4,968,632 65.1

(2）無形固定資産   63,375 0.8  40,369 0.5 △23,006  45,858 0.6

(3）投資その他の
資産

           

１　繰延税金資
産

 102,320   43,087    99,967   

２　その他  355,948   317,647    294,796   

３　貸倒引当金  △75,426   △65,744    △67,712   

投資その他の
資産合計

  382,841 4.8  294,990 4.0 △87,851  327,051 4.3

固定資産合計   5,353,321 66.8  5,479,211 73.4 125,890  5,341,542 70.0

資産合計   8,014,882 100.0  7,464,730 100.0 550,151  7,626,964 100.0

            

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　支払手形  559,792   472,843    658,970   

２　買掛金  197,831   175,145    251,142   

３　短期借入金 ※２ 1,844,229   1,772,898    1,700,418   

４　未払金  231,382   243,423    296,441   

５　未払法人税等  81,974   75,571    36,214   

６　賞与引当金  17,912   18,847    19,490   

７　設備支払手形  14,116   12,586    3,684   

８　その他 ※４ 173,271   207,335    144,609   

流動負債合計   3,120,510 38.9  2,978,652 39.9 △141,858  3,110,971 40.8

Ⅱ　固定負債            

１　社債  －   500,000    －   

２　長期借入金 ※２ 3,177,565   2,268,882    2,713,405   

３　長期未払金  239,637   160,480    169,423   

４　役員退職慰労
引当金

 147,675   133,195    147,675   

５　長期設備支払
手形

 2,734   1,171    1,953   

６　その他  11,893   17,171    12,358   

固定負債合計   3,579,506 44.7  3,080,901 41.3 △498,604  3,044,814 39.9

負債合計   6,700,017 83.6  6,059,553 81.2 △640,463  6,155,786 80.7
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前中間会計期間末

（平成18年６月30日現在）
当中間会計期間末

（平成19年６月30日現在）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年12月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   720,820 9.0  720,861 9.7 41  720,820 9.5

２　資本剰余金            

    資本準備金  193,878   193,878    193,878   

　資本剰余金合計   193,878 2.4  193,878 2.6 －  193,878 2.6

３　利益剰余金            

　(1) 利益準備金  17,400   17,400    17,400   

　(2) その他利益
剰余金　

           

　　別途積立金  205,000   500,430    205,000   

　　繰越利益剰余
金

 174,531   △31,220    337,349   

　利益剰余金合計   396,931 4.9  486,610 6.5 89,678  559,749 7.3

４　自己株式   △3,103 △0.0  △377 △0.0 2,726  △4,889 △0.1

　株主資本合計   1,308,526 16.3  1,400,973 18.8 92,446  1,469,558 19.3

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

　　その他有価証
券評価差額金

  6,338 0.1  4,203 0.0 △2,135  1,619 0.0

　評価・換算差額
等合計

  6,338 0.1  4,203 0.0 △2,135  1,619 0.0

純資産合計   1,314,864 16.4  1,405,176 18.8 90,311  1,471,178 19.3

負債純資産合計   8,014,882 100.0  7,464,730 100.0 △550,151  7,626,964 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   3,074,748 100.0  3,084,716 100.0 9,967  6,675,994 100.0

Ⅱ　売上原価   2,093,264 68.1  2,109,035 68.4 15,771  4,529,703 67.9

売上総利益   981,484 31.9  975,680 31.6 △5,803  2,146,291 32.1

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  790,438 25.7  826,432 26.8 35,993  1,619,786 24.2

営業利益   191,045 6.2  149,248 4.8 △41,796  526,504 7.9

Ⅳ　営業外収益 ※１  15,235 0.5  14,520 0.5 △715  23,759 0.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  65,164 2.1  74,119 2.4 8,954  136,584 2.0

経常利益   141,116 4.6  89,648 2.9 △51,467  413,679 6.2

Ⅵ　特別利益 ※３  156,537 5.1  17,312 0.6 △139,225  150,405 2.2

Ⅶ　特別損失 ※4,6  2,001 0.1  38,901 1.3 36,899  15,057 0.2

税引前中間(当
期)純利益

  295,651 9.6  68,059 2.2 △227,592  549,027 8.2

法人税、住民
税及び事業税

 76,901   70,207    132,625   

法人税等調整
額

 47,186 124,087 4.0 23,552 93,759 3.0 △30,328 82,020 214,645 3.2

中間(当期)純
利益又は中間
純損失(△)

  171,563 5.6  △25,700 △0.8 △197,263  334,381 5.0
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自 平成18年１月１日　至 平成18年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成17年12月31日　残高

（千円）
720,280 193,338 193,338 17,400 85,000 156,252 258,652 △921 1,171,349

中間会計期間中の変動額

新株の発行 540 540 540      1,080

別途積立金の積み立て     120,000 △120,000 －  －

剰余金の配当      △32,600 △32,600  △32,600

中間純利益      171,563 171,563  171,563

自己株式の取得        △3,106 △3,106

自己株式の処分      △684 △684 924 240

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額(純額)
         

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
540 540 540 － 120,000 18,279 138,279 △2,182 137,177

平成18年６月30日　残高

（千円）
720,820 193,878 193,878 17,400 205,000 174,531 396,931 △3,103 1,308,526

評価・換算
差額等

純資産合計

平成17年12月31日　残高

（千円）
11,898 1,183,248

中間会計期間中の変動額

新株の発行  1,080

別途積立金の積み立て  －

剰余金の配当  △32,600

中間純利益  171,563

自己株式の取得  △3,106

自己株式の処分  240

株主資本以外の項目の当期変

動額（純額）
△5,560 △5,560

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△5,560 131,616

平成18年６月30日　残高

（千円）
6,338 1,314,864

（注）評価・換算差額等は、すべてその他有価証券評価差額金によるものであります。
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当中間会計期間（自 平成19年１月１日　至 平成19年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年12月31日　残高

（千円）
720,820 193,878 193,878 17,400 205,000 337,349 559,749 △4,889 1,469,558

中間会計期間中の変動額

新株の発行 41        41

別途積立金の積み立て     295,430 △295,430   －

剰余金の配当      △41,918 △41,918  △41,918

中間純利益      △25,700 △25,700  △25,700

自己株式の取得        △1,027 △1,027

自己株式の処分      △5,520 △5,520 5,540 20

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額(純額)
         

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
41 － － － 295,430 △368,570 △73,139 4,512 △68,585

平成19年６月30日　残高

（千円）
720,861 193,878 193,878 17,400 500,430 △31,220 486,610 △377 1,400,973

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証
券評価差額金 

評価・換算差
額等合計 

平成18年12月31日　残高

（千円）
1,619 1,619 1,471,178

中間会計期間中の変動額

新株の発行   41

別途積立金の積み立て   －

剰余金の配当   △41,918

中間純利益   △25,700

自己株式の取得   △1,027

自己株式の処分   20

株主資本以外の項目の当期変

動額（純額）
2,583 2,583 2,583

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
2,583 2,583 △66,001

平成19年６月30日　残高

（千円）
4,203 4,203 1,405,176
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年１月１日　至 平成18年12月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成17年12月31日　残高

（千円）
720,280 193,338 193,338 17,400 85,000 156,252 258,652 △921 1,171,349

事業年度中の変動額

新株の発行 540 540 540      1,080

別途積立金の積み立て     120,000 △120,000 －  －

剰余金の配当      △32,600 △32,600  △32,600

当期純利益      334,381 334,381  334,381

自己株式の取得        △4,892 △4,892

自己株式の処分      △684 △684 924 240

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額(純額)
         

事業年度中の変動額合計

（千円）
540 540 540 － 120,000 181,097 301,097 △3,968 298,209

平成18年12月31日　残高

（千円）
720,820 193,878 193,878 17,400 205,000 337,349 559,749 △4,889 1,469,558

評価・換算差額等 

純資産合計その他有価証
券評価差額金 

評価・換算差
額等合計 

平成17年12月31日　残高

（千円）
11,898 11,898 1,183,248

事業年度中の変動額

新株の発行   1,080

別途積立金の積み立て   －

剰余金の配当   △32,600

当期純利益   334,381

自己株式の取得   △4,892

自己株式の処分   240

株主資本以外の項目の当期変

動額（純額）
△10,279 △10,279 △10,279

事業年度中の変動額合計

（千円）
△10,279 △10,279 287,929

平成18年12月31日　残高

（千円）
1,619 1,619 1,471,178
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

対前中間期比

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前中間（当期）純利益  295,651 68,059 △227,592 549,027

減価償却費  449,848 455,658 5,810 972,540

減損損失  － 36,172 36,172 2,226

無形固定資産償却額  19,166 535 △18,631 36,683

長期前払費用償却額  107 88 △18 208

貸倒引当金の減少額  △10,374 △22,107 △11,733 △9,488

賞与引当金の増加額（△減少額）  △200 △643 △442 1,377

受取利息及び受取配当金  △1,301 △763 538 △1,699

支払利息  58,672 59,018 346 122,848

有形固定資産売却損益  △1,505 △387 1,118 1,688

有形固定資産除却損  2,001 2,623 621 9,411

投資有価証券等売却益  － － － △1,000

役員退職慰労引当金戻入益  △147,675 － 147,675 △147,675

売上債権の減少額  516,071 388,038 △128,032 132,094

たな卸資産の増加額  △1,266 △9,512 △8,246 △197

仕入債務の減少額  △260,388 △262,123 △1,735 △107,899

未払消費税等の減少額  △34,602 △20,630 13,972 △18,870

その他  △55,222 13,701 68,923 △31,320

小計  828,982 707,727 △121,254 1,509,957

利息及び配当金の受取額  1,301 574 △726 1,661

利息の支払額  △60,731 △60,125 605 △125,187

法人税等の支払額  △167,635 △30,850 136,785 △269,120

営業活動によるキャッシュ・フロー  601,917 617,326 15,409 1,117,311

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー      

貸付けによる支出  △1,180 △2,829 △1,649 △3,580

貸付金の回収による収入  3,701 2,755 △946 4,810

有形固定資産の取得による支出  △643,768 △568,633 75,134 △1,245,367

有形固定資産の売却による収入  1,700 5,590 3,890 53,175

投資有価証券の取得による支出  △911 △989 △78 △1,896

投資有価証券の売却による収入  － － － 51,000

定期預金等の預入による支出  △116,760 △108,776 7,983 △246,977

定期預金等の満期等による収入  101,452 97,060 △4,391 257,152

敷金保証金の差入による支出  △797 △10,046 △9,249 △1,639

敷金保証金の回収による収入  210 258 47 262

出資による支出  △3,000 △10 2,990 △3,000

投資活動によるキャッシュ・フロー  △659,353 △585,621 73,731 △1,136,060

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の増減額  204,900 86,500 △118,400 123,400

長期借入れによる収入  1,350,000 250,000 △1,100,000 1,460,000

長期借入金の返済による支出  △614,516 △708,542 △94,025 △1,250,988

社債の発行による収入  － 487,960 487,960 －

株式の発行による収入  1,080 41 △1,038 1,080

自己株式の売却による収入  240 20 △220 240

自己株式の取得による支出  △3,106 △1,027 2,079 △4,892

配当金の支払額  △32,134 △40,376 △8,242 △32,227

割賦債務の支払額  △160,157 △91,996 68,161 △282,904

財務活動によるキャッシュ・フロー  746,305 △17,420 △763,725 13,706

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  － － － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額
　　(△減少額）　　　　

 688,868 14,284 △674,584 △5,042

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  484,066 479,024 △5,042 484,066

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)残
高

 1,172,935 493,308 △679,626 479,024
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間期末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定)

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

商品（賃貸用資産付属消耗品)

先入先出法による原価法

(2）たな卸資産

商品（賃貸用資産付属消耗品)

同左

(2）たな卸資産

商品（賃貸用資産付属消耗品)

同左

商品（燃料）

最終仕入原価法

商品（燃料）

同左

商品（燃料）

同左

貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物付属設備

を除く）については定額法を採

用しております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1）有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物付属設備

を除く）については定額法を採

用しております。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1）有形固定資産

同左

賃貸用資産  

機械装置 ７～10年

その他 ７～10年

自社用資産  

建物 ７～50年

賃貸用資産  

簡易建物 ７～10年

機械装置 ７～10年

車両運搬具 ８～10年

自社用資産  

建物 ７～50年

(2）無形固定資産

定額法

なお、ソフトウェア（自社利

用）については、社内における

見込み利用可能期間（５年）に

よる定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．繰延資産の処理方法 新株発行費

支出時に全額費用として処理し

ております。

(1) 株式交付費

支出時に全額費用として処理し

ております。

株式交付費

支出時に全額費用として処理し

ております。

  (2) 社債発行費

支出時に全額費用として処理し

ております。

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

売掛債権等の貸倒による損失に

備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員への賞与の支給に備える

ため、将来の支給見込額のうち

当中間会計期間の負担額を計上

しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員への賞与の支給に備える

ため、将来の支給見込額のうち

当事業年度の負担額を計上して

おります。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(3）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく中間期末

要支給額を計上しております。

なお、平成15年３月に役員退職

慰労金制度にかかる内規を改定

して、同月末時点における要支

給額を現任役員退任時に支給す

ることとし、さらに、平成18年

４月17日開催の取締役会で、そ

の役員退職慰労金の半額を支給

しないことを決議しております。

 

(3）役員退職慰労引当金

同左

(3）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく期末要支

給額を計上しております。

なお、平成15年３月に役員退職

慰労金制度にかかる内規を改定

しており、同月末時点における

要支給額を現任役員退任時に支

給することとしたため、平成15

年４月以降対応分については引

当計上を行っておりません。

（追加情報)

平成18年４月17日開催の取締

役会で、役員退職慰労金の半額

を支給しないことを決議したこ

とに伴い、同引当金の半額を取

り崩しております。

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

同左 同左

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引については、

すべて金利スワップの特例処理

の要件を満たしているため、当

該特例処理を適用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ　ヘッジ手段　金利スワップ

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ｂ　ヘッジ対象　借入金の金利   

(3）ヘッジ方針

内部規程に基づき、借入金利等

の将来の金利市場における利率

上昇による変動リスクを回避す

る目的で利用しております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

特例処理の適用要件が充足され

ているため、有効性の評価は省

略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

７．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲

中間キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 キャッシュ・フロー計算書における

資金(現金及び現金同等物)は、手許

現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資からなって

おります。

８．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の処理方法

税抜方式によっております。

消費税等の処理方法

同左

消費税等の処理方法

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準)

当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準

第５号　平成17年12月９日)及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」(企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日)を適用しております。従来の資

本の部の合計に相当する金額は、1,314,864千

円であります。

なお、中間財務諸表等規則の改正により、当

中間会計期間における中間貸借対照表の純資

産の部については、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 

　　　　　　　　───── (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準)

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」（企業会計基準第

５号　平成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平

成17年12月９日）を適用しております。従来

の資本の部の合計に相当する金額は、

1,471,178千円であります。

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業

年度における貸借対照表の純資産の部につい

ては、改正後の財務諸表等規則により作成し

ております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年６月30日現在）

当中間会計期間末
（平成19年６月30日現在）

前事業年度末
（平成18年12月31日現在）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

6,434,752千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

         5,969,742千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

         6,261,808千円

※２．担保に供している資産及びこれに対応

する債務は、次のとおりであります。

(イ)担保提供資産

※２．担保に供している資産及びこれに対応

する債務は、次のとおりであります。

(イ)担保提供資産

※２．担保に供している資産及びこれに対応

する債務は、次のとおりであります。

(イ)担保提供資産

受取手形 25,077千円

建物 256,074

土地 1,599,130

計 1,880,281

受取手形 25,289千円

建物 243,403

土地 1,498,512

計 1,767,206

受取手形 25,183千円

建物 249,542

土地 1,498,512

計 1,773,238

(ロ)対応する債務 (ロ)対応する債務 (ロ)対応する債務

短期借入金 910,409千円

長期借入金 1,213,365

計 2,123,775

短期借入金 681,542千円

長期借入金 926,634

計 1,608,176

短期借入金 716,652千円

長期借入金 987,829

計 1,704,481

※３．　　　　───── ※３．　　　　───── ※３．期末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理しており

ます。なお、当期末日が金融機関の休

日であったため、次の期末日満期手形

が期末残高に含まれております。

受取手形 45,855千円

※４．仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、流動負債の「その他」に含

めて表示しております。

※４．　　　　　　同左 ※４．　　　　─────

　５．当社は、機動的な賃貸用資産購入資金

の確保を目的として、平成16年９月30

日に株式会社みずほ銀行を主幹事とす

るその他３行との間で10億円、平成17

年６月30日に株式会社群馬銀行を主幹

事とするその他５行との間で12億円の

シンジケートローン契約を締結いたし

ました。

これら契約に基づく当中間会計期間末の

借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

シンジケートローン

の総額
2,200,000千円

借入実行残高 2,200,000

差引額 －

　５．当社は、機動的な賃貸用資産購入資金

の確保を目的として、平成16年９月30

日に株式会社みずほ銀行を主幹事とす

るその他３行との間で10億円、平成17

年６月30日に株式会社群馬銀行を主幹

事とするその他５行との間で12億円の

シンジケートローン契約を締結いたし

ました。

これら契約に基づく当中間会計期間末の

借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

シンジケートローン

の総額
2,200,000千円

借入実行残高 2,200,000

差引額 －

　５．当社は、機動的な賃貸用資産購入資金

の確保を目的として、平成16年９月30

日に株式会社みずほ銀行を主幹事とす

るその他３行との間で10億円、平成17

年６月30日に株式会社群馬銀行を主幹

事とするその他５行との間で12億円の

シンジケートローン契約を締結いたし

ました。

これら契約に基づく当事業年度末の借入

未実行残高は次のとおりであります。 

シンジケートローン

の総額
2,200,000千円

借入実行残高 2,200,000

差引額 －

㈱ニッパンレンタル（4669）平成 19 年 12 月期中間決算短信（非連結）

－ 16 －



（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１．営業外収益のうち主なもの ※１．営業外収益のうち主なもの ※１．営業外収益のうち主なもの

受取利息 241千円

損害保険受取額 8,319千円

受取利息 635千円

損害保険受取額  7,128千円

受取利息 515千円

損害保険受取額 12,090千円

※２．営業外費用のうち主なもの ※２．営業外費用のうち主なもの ※２．営業外費用のうち主なもの

支払利息 58,672千円

事故復旧損失 5,243千円

支払利息 56,535千円

社債利息 2,483千円

事故復旧損失 2,514千円

支払利息 122,848千円

事故復旧損失 7,485千円

※３．特別利益のうち主なもの

役員退職慰労引当金

戻入益
147,675千円

※３．特別利益のうち主なもの

固定資産売却益 453千円

貸倒引当金戻入益 16,858千円

※３．　　　　─────

※４．特別損失のうち主なもの ※４．特別損失のうち主なもの ※４．特別損失のうち主なもの

固定資産除却損 2,001千円 減損損失 36,172千円

固定資産除却損 2,623千円

減損損失 2,226千円

固定資産除却損 9,411千円

　５．減価償却実施額

有形固定資産

　５．減価償却実施額

有形固定資産

　５．減価償却実施額

有形固定資産

賃貸用資産 417,888千円

自社用資産  31,959

計 449,848

賃貸用資産 420,732千円

自社用資産 34,926

計 455,658

賃貸用資産 905,125千円

自社用資産        67,415

計 972,540

無形固定資産 19,166千円 無形固定資産       535千円 無形固定資産 36,683千円

※６．　　　　───── ※６．減損損失

当中間会計期間において、以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しております。

用途及び地域 種　類 減損額(千円)
藤岡営業所
(群馬県藤岡市) 

建　物
その他

7,498

上越営業所 
(新潟県上越市)

建　物
その他

23,106

その他３営業所
(栃木県鹿沼市ほ
か) 

リース資産
その他

5,567

当社は、管理会計上の区分（主として営業所）

を基準に資産のグルーピングを行っておりま

す。その結果、当中間会計期間において、時

価及び収益性の近い将来における回復が見込

めないと判断した資産について、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失36,172千円として特別損失に計上してお

ります。

なお、回収可能価額は正味売却価額により測

定しており、時価については、固定資産税評

価額に合理的な調整を加えて算定した額を正

味売却価額としております。

※６．減損損失

当事業年度において、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しております。

用途及び地域 種　類 減損額(千円)
渋川営業所
(群馬県渋川市)

建　物 999

宇都宮営業所 
(栃木県宇都宮市) 

建　物 1,227

当社は、管理会計上の区分（主として営業所）

を基準に資産のグルーピングを行っておりま

す。その結果、当事業年度において、時価及

び収益性の近い将来における回復が見込めな

いと判断した資産について、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

2,226千円として特別損失に計上しておりま

す。

なお、回収可能価額は正味売却価額により測

定しており、時価については、固定資産税評

価額に合理的な調整を加えて算定した額を正

味売却価額としております。
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自 平成18年１月１日　至 平成18年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末
株式数（株）

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注）１ 4,659,680 9,000 － 4,668,680

合計 4,659,680 9,000 － 4,668,680

自己株式     

普通株式（注）2,3 2,520 6,100 2,000 6,620

合計 2,520 6,100 2,000 6,620

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加9,000株は、新株予約権の行使による新株の発行による増加であります。
　　２．普通株式の自己株式の株式数の増加6,100株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
　　３．普通株式の自己株式の株式数の減少2,000株は、新株予約権の行使に自己株式を代用したことによる減少であり

ます。

２．配当に関する事項

決　議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年３月24日

定時株主総会
普通株式 32,600 7.00 平成17年12月31日 平成18年３月24日

（注）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるものは、ありません。

当中間会計期間（自 平成19年１月１日　至 平成19年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末
株式数（株）

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注）１ 7,003,020 41,500 ― 7,044,520

合計 7,003,020 41,500 ― 7,044,520

自己株式     

普通株式（注）2,3 16,530 5,500 20,000 2,030

合計 16,530 5,500 20,000 2,030

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加41,500株は、新株予約権の行使による新株の発行による増加であります。
　　２．普通株式の自己株式の株式数の増加5,500株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
　　３．普通株式の自己株式の株式数の減少20,000株は、新株予約権の行使に自己株式を代用したことによる減少であ

ります。

２．配当に関する事項

決　議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月28日

定時株主総会
普通株式 41,918  6.00 平成18年12月31日 平成19年３月29日

（注）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるものは、ありません。
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前事業年度（自 平成18年１月１日　至 平成18年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末
株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注）１
4,659,680 2,343,340 － 7,003,020

合計 4,659,680 2,343,340 － 7,003,020

自己株式     

普通株式（注）2,3 2,520 16,010 2,000 16,530

合計 2,520 16,010 2,000 16,530

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加のうち9,000株は、新株予約権の行使による新株の発行による増加であり、
2,334,340株は平成18年７月１日付で株式分割（１：1.5）を実施したことに伴う増加であります。

　　２．普通株式の自己株式の株式数の増加16,010株は、単元未満株式の買取による増加であります。
　　３．普通株式の自己株式の株式数の減少2,000株は、新株予約権の行使に自己株式を代用したことによる減少であり

ます。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決　議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年３月24日

定時株主総会
普通株式 32,600 7.00 平成17年12月31日 平成18年３月24日

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決　議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月28日

定時株主総会
普通株式 41,918 利益剰余金 6.00 平成18年12月31日 平成19年３月29日

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と
中間貸借対照表に掲記されている科目
の金額との関係

現金及び現金同等物の中間期末残高と
中間貸借対照表に掲記されている科目
の金額との関係

１．現金及び現金同等物の期末残高と
貸借対照表に掲記されている科目
の金額との関係

（平成18年６月30日現在） （平成19年６月30日現在） （平成18年12月31日現在）
現金及び預金勘定 1,400,196千円

預入期間が３ヶ月を超
える定期預金等

△227,260

現金及び現金同等物 1,172,935

現金及び預金勘定 706,802千円

預入期間が３ヶ月を超
える定期預金等

213,493

現金及び現金同等物 493,308

現金及び預金勘定 680,802千円

預入期間が３ヶ月を超
える定期預金等

△201,777

現金及び現金同等物 479,024

２．重要な非資金取引の内容
当事業年度に新たに計上した固定
資産の割賦購入に係る資産及び負
債の額はそれぞれ29,400千円であ
ります。
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（リース取引関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

リース物件の所有権が

借主に移転すると認め

られるもの以外のファ

イナンス・リース取引

借主側

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計

額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期

末残高相当額

イ．賃貸用資産

借主側

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計

額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期

末残高相当額

イ．賃貸用資産

借主側

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計

額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残

高相当額

イ．賃貸用資産

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

減損損
失累計
額相当
額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

機械装置 693,403 532,529 － 160,874

車両運搬
具

1,549,494 1,004,406 － 545,087

合計 2,242,897 1,536,935 － 705,961

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

減損損
失累計
額相当
額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

機械装置 656,261 495,296 － 160,965

車両運搬
具

2,009,659 1,110,333 － 899,325

合計 2,665,921 1,605,630 －1,060,290

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

減損損
失累計
額相当
額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

機械装置 650,903 539,972 － 110,931

車両運搬
具

1,770,290 1,028,110 － 742,179

合計 2,421,194 1,568,082 － 853,111

ロ．自社用資産 ロ．自社用資産 ロ．自社用資産

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

減損損
失累計
額相当
額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

その他 156,769 79,931 17,506 59,332

合計 156,769 79,931 17,506 59,332

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

減損損
失累計
額相当
額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

その他 138,524 88,740 10,987 38,797

合計 138,524 88,740 10,987 38,797

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

減損損
失累計
額相当
額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

その他 149,656 95,507 7,649 46,499

合計 149,656 95,507 7,649 46,499

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 (2）未経過リース料中間期末残高相当額等 (2）未経過リース料期末残高相当額等

１年内 409,724千円

１年超 742,063

計 1,151,788

リース資産減損勘

定の残高
4,445千円

１年内       491,698千円

１年超 1,154,151

計 1,645,849

リース資産減損勘

定の残高
3,836千円

１年内 438,140千円

１年超 859,952

計 1,298,092

リース資産減損勘

定の残高
1,978千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、

減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損

損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、

減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損

損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、

減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損

損失

支払リース料 268,856千円

リース資産減損勘定

の取崩額
4,431千円

減価償却費相当額 248,468千円

支払利息相当額 33,500千円

減損損失 －千円

支払リース料        288,570千円

リース資産減損勘定

の取崩額
     1,479千円

減価償却費相当額        283,511千円

支払利息相当額 43,587千円

減損損失 3,337千円

支払リース料 539,887千円

リース資産減損勘定

の取崩額
6,898千円

減価償却費相当額 506,845千円

支払利息相当額   67,114千円

減損損失 －千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する級数法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額

との差額を利息相当額とし、各期への配分方

法については、利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

(6）上記の他、リースにより借受けた車両運搬具

を第三者におおむね同一の条件でリースした

取引に係る未経過リース料の中間期末残高は

次のとおりであります。

(6）上記の他、リースにより借受けた車両運搬具

を第三者におおむね同一の条件でリースした

取引に係る未経過リース料の中間期末残高は

次のとおりであります。

(6）上記の他、リースにより借受けた車両運搬具

を第三者におおむね同一の条件でリースした

取引に係る未経過リース料の期末残高は次の

とおりであります。

 (借主側) (貸主側)

１年内 27,031千円 28,289千円

１年超 44,596 46,388

計 71,628 74,678

 (借主側) (貸主側)

１年内    21,228千円     22,276千円

１年超 34,731 36,271

計 55,960 58,547

 (借主側) (貸主側)

１年内 23,776千円 24,838千円

１年超 39,168 40,745

計 62,944 65,584

オペレーティング・

リース取引

借主側

未経過リース料

借主側

未経過リース料

借主側

未経過リース料

１年内 82,146千円

１年超 77,570

計 159,716

１年内 75,643千円

１年超 85,984

計 161,627

１年内 56,718千円

１年超 109,537

計 166,255

㈱ニッパンレンタル（4669）平成 19 年 12 月期中間決算短信（非連結）

－ 20 －



（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年６月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 26,176 36,811 10,634

合計 26,176 36,811 10,634

２．時価のない有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 50,000

（注）減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合には、減損処理を行ってお
ります。

当中間会計期間末（平成19年６月30日）

その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 28,151 35,673 7,522

合計 28,151 35,673 7,522

（注）減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合には、減損処理を行ってお
ります。

前事業年度末（平成18年12月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 27,161 30,650 3,488

合計 27,161 30,650 3,488

２．当事業年度中に売却したその他有価証券（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

51,000 1,000 －

（注）減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合には、減損処理を行っておりま
す。

（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間末（平成18年６月30日）

　デリバティブ取引については、ヘッジ会計が適用されておりますので、注記の対象から除いております。

当中間会計期間末（平成19年６月30日）

　デリバティブ取引については、ヘッジ会計が適用されておりますので、注記の対象から除いております。

前事業年度末（平成18年12月31日）

　デリバティブ取引については、ヘッジ会計が適用されておりますので、注記の対象から除いております。

（持分法投資損益等） 

　該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

前中間会計期間（自 平成18年１月１日　至 平成18年６月30日）

 １．ストック・オプションの内容及び規模

　当中間会計期間において付与したストック・オプションは、以下のとおりであります。

  平成18年ストック・オプション  平成18年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数  当社取締役　 ４名

当社監査役　 ３名

 当社従業員　140名

 当社取締役　４名

当社監査役　１名

ストック・オプションの付与数（注）２ 　普通株式　349,000株 普通株式　413,000株

付与日 平成18年４月１日 平成18年４月１日

権利確定条件 付与日（平成18年４月１日）以降、
権利確定日（平成20年３月31日）ま
で継続して勤務していること。

当社の取締役ないし監査役の地位を
喪失したとき。

対象勤務期間
２年間（平成18年４月１日から平成
20年３月31日まで）

当社の取締役ないし監査役の地位を
有していること。

権利行使期間
平成20年４月１日から

平成25年３月31日まで

平成18年４月１日から

平成38年３月31日まで

権利行使価格（円） 478 1

公正な評価単価（付与日）（円） － －

（注）１．会社法施行前に付与しているため、公正な評価単価（付与日）は記載しておりません。
　　　２．株式数に換算して記載しております。

２．中間財務諸表への影響額

会社法施行前に付与しているため、株式報酬費用はありません。

当中間会計期間（自 平成19年１月１日　至 平成19年６月30日）

　当中間会計期間において付与したストック・オプションは、ありません。

前事業年度（自 平成18年１月１日　至 平成18年12月31日）

 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

平成15年
ストック・オプション

平成18年
ストック・オプション

平成18年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　　　４名
 当社従業員　　 188名

当社取締役　　　４名
 当社監査役　　　３名
 当社従業員　　 140名

当社取締役　　　４名
 当社監査役　　　１名

ストック・オプション数(注)１ 普通株式　　　642,000株 普通株式　　　523,500株 普通株式　　　619,500株

付与日 平成15年４月１日 平成18年４月１日 平成18年４月１日

権利確定条件

付与日(平成15年４月１日)
以降、権利確定日(平成17年
３月31日)まで継続して勤務
していること。 

付与日(平成18年４月１日)
以降、権利確定日(平成20年
３月31日)まで継続して勤務
していること。 

当社の取締役ないし監査役
の地位を有していること。 

対象勤務期間 （注）２ （注）２ （注）２ 

権利行使期間
平成17年４月１日から平成
20年３月31日まで 

平成20年４月１日から平成
25年３月31日まで 

平成18年４月１日から平成
38年３月31日まで 

 （注）１．ストック・オプション数につきましては、株式数に換算して記載しております。なお、平成18年７月１日付で

普通株式１株を1.5株に分割した後の株式数に換算して記載しております。

２．対象勤務期間の定めはありません。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。 

①　ストック・オプションの数

平成15年
ストック・オプション

平成18年
ストック・オプション

平成18年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）    

前事業年度末 － － －

付与 － 523,500 619,500

失効 － 27,000 －

権利確定 － － 619,500

未確定残 － 496,500 －

権利確定後　　　　　　（株）    

前事業年度末 112,500 － －

権利確定 － － 619,500

権利行使 16,500 － －

失効 82,500 － －

未行使残 13,500 － 619,500

（注）株式数は、平成18年７月１日付で普通株式１株を1.5株に分割した後の株式数に換算して記載しております。よって、

ストック・オプション１個につき目的となる株式数は1,500株となります。 

②　単価情報

平成15年
ストック・オプション

平成18年
ストック・オプション

平成18年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 80 319 1

行使時平均株価　　　　　（円） 363 － －

公正な評価単価（付与日）（円） － － －

 （注）１．権利行使価格及び行使時平均株価は、平成18年７月１日付で普通株式１株を1.5株に分割した後の価格及び株

価に換算して記載しております。

　２．公正な評価単価は、会社法施行日前に付与されたストック・オプションであるため記載しておりません。

（企業結合等）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 282円04銭
１株当たり中間純利益 36円81銭

潜在株式調整後１株
当たり中間純利益

34円84銭

１株当たり純資産額 199円53銭
１株当たり中間純損失 3円67銭
なお、潜在株式調整後１株当たり中間
純利益については、潜在株式は存在す
るものの１株当たり中間純損失である
ため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 210円57銭
１株当たり当期純利益 47円84銭

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益

44円78銭

当社は、平成18年７月１日付で株式
１株につき1.5株の株式分割を行っ
ております。 
なお、当該株式分割が前期首に行わ
れたと仮定した場合の前事業年度に
おける１株当たり情報については、
以下のとおりであります。 

１株当たり純資産額    169円38銭
１株当たり当期純利益 23円00銭
潜在株式調整後１株当
たり当期純利益

  21円92銭

（注）１株当たり中間（当期）純損益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとお
りであります。

 
前中間会計期間

(自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日)

前事業年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

１株当たり中間（当期）純損益    

中間（当期）純損益（千円） 171,563 △25,700 334,381

普通株主に帰属しない金額（千円） －  －

普通株式に係る中間（当期）純損益
（千円）

171,563 △25,700 334,381

期中平均株式数（株） 4,660,334 7,003,976 6,989,761

    

潜在株式調整後１株当たり中間
（当期）純利益

   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（株） 263,440 － 476,911

（うち新株予約権） (263,440) ( 　　－) (476,911)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり中間（当期）純利益の算
定に含めなかった潜在株式の概要

──── ・平成15年３月26日に付
与したストックオプ
ション
(新株予約権)普通株式
13,500株

・平成18年３月24日に
付与したストックオプ
ション(新株予約権)
普通株式480,000株 

・平成18年３月24日に
付与したストックオプ
ション(新株予約権)
普通株式558,000株 

・平成18年４月１日に付
与したストックオプ
ション(新株予約権)普
通株式496,500株
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

平成18年５月17日開催の当社取締役会の決議
に基づき、株式分割により新株式を発行する
旨の決議を行っております。
１．平成18年７月１日付をもって普通株式１

株を1.5株に分割します。
(1) 分割により増加する株式数

普通株式　　　 2,334,340株
(2) 分割の方法

平成18年６月30日最終の株主名簿及び
実質株主名簿に記載又は記録された株
主の所有株式数を、１株につき1.5株の
割合をもって分割します。  　

２．配当起算日
　平成18年７月１日

３．発行可能株式総数の増加
上記株式分割に伴い、会社法第184条第２
項の規定に基づき、平成18年７月１日付
をもって定款第６条を変更し、発行可能
株式総数を7,500,000株増加し、
22,500,000株としました。
当該株式分割が前期首に行われたと仮定
した場合の前中間会計期間及び前事業年
度における１株当たり情報並びに当期首
に行われたと仮定した場合の当中間会計
期間における１株当たり情報はそれぞれ
以下のとおりとなります。

前中間会計
期間

当中間会計
期間

前事業年度

１株当たり
純資産額

147円18銭

１株当たり
中間純損失

2円35銭

　なお、潜在
株式調整後１
株当たり中間
純利益につい
ては、潜在株
式は存在する
ものの１株当
たり中間純損
失であるため
記載しており
ません。

１株当たり
純資産額
 188円02銭

１株当たり
中間純利益

24円54銭

潜在株式調整
後１株当たり
中間純利益

23円23銭

１株当たり
純資産額
 169円38銭

１株当たり
当期純利益

 23円00銭

潜在株式調整
後１株当たり
当期純利益

 21円92銭

　　　　　　　　───── 　　　　　　　　─────

５．その他
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