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1.  平成21年9月期第2四半期の業績（平成20年10月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年9月期第2四半期 6,439 ― 200 ― 181 ― △669 ―
20年9月期第2四半期 7,858 2.1 784 △22.0 755 △23.2 384 △85.5

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

21年9月期第2四半期 △7.64 ―
20年9月期第2四半期 4.38 ―

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

21年9月期第2四半期 12,202 6,463 53.0 73.67
20年9月期 13,442 7,298 54.3 83.19

（参考） 自己資本   21年9月期第2四半期  6,463百万円 20年9月期  7,298百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年9月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
21年9月期 ― 0.00
21年9月期 

（予想）
― 2.00 2.00

3.  平成21年9月期の業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 12,500 △12.7 228 △71.8 203 △73.7 △667 ― △7.60

－　1　－



4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第2四半期 87,733,362株 20年9月期  87,733,362株
② 期末自己株式数 21年9月期第2四半期  121株 20年9月期  81株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年9月期第2四半期 87,733,261株 20年9月期第2四半期 87,733,281株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成21年9月期の業績予想につきましては、平成20年11月14日に公表しました予想値を変更しております。なお、詳細につきましては、平成21年4月27
日公表の「業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
２．本資料における業績予想等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき予測したものであり、実際の業績は、当社を取り巻く経済情勢、
市場動向、競合状況等の要因により予想数値と異なる可能性があります。 
３．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す
る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企業会計適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に
従い四半期財務諸表を作成しております。 
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定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間における我が国経済は、世界的な景気後退による株価の大幅下落や輸出産業をはじめとした

急激な円高による企業収益の悪化から、国内需要は一段と落ち込み雇用情勢が深刻化すると共に個人消費も更に冷え

込み厳しさを増す状況でありました。 

 当社関連の建設業界におきましても、長期的な公共投資の減少、資金繰り悪化による投資計画の縮小・見直しの影

響で民間投資も減少し、それに伴う同業他社との熾烈な受注競争から単価下落や、関連不動産デベロッパーの経営行

き詰まりに絡む大手建設業の債権回収の懸念等、業界全体を通して非常に厳しい環境が続いておりました。 

 このような状況の中、当社はより戦略的・効率的な経営を目指すべく関東・関西・中部の３大都市圏に拘った大型

プロジェクト工事、都市型土木工事、鉄道関連工事等をメインターゲットとし、建設機械・機器レンタルを中心に一

般産業界にも注力した営業展開を行って参りました。 

 レンタル関連につきましては、鉄道関連工事が連続立体化工事、バリアフリー化工事等を中心に鉄道軌陸機械のレ

ンタルが堅調に推移致しましたが、公共工事においては工事量が減少したことから受注が低調に推移、民間設備投資

の落ち込み、投資規模の縮小で民間土木、建築関連も大幅な減少となり全体的には厳しい経営環境が続きました。 

 中古建機販売につきましても、ネットオークションを通じた海外取引を中心に売上拡大に努めて参りましたが、円

高の影響による市場の冷え込みから厳しい状況が続きました。 

 その結果、当第２四半期累計期間の売上高につきましては64億39百万円となりました。内訳としましては、賃貸収

入が55億74百万円、商品売上高が８億65百万円となりました。営業利益につきましては、売上高の減少や競合他社と

の価格競争に伴う原価率の増加に加え、前事業年度に積極的に店舗網の拡大を図ったことによる諸経費の増加もあっ

たため２億円となり、経常利益につきましては１億81百万円となりました。 

 最終損益につきましては、平成19年９月期において平成22年９月期までに見込まれる課税所得に基づき、税務上の

繰越欠損金にかかる繰延税金資産を計上しておりますが、当第２四半期累計期間における業績の推移及び今後の業界

動向を踏まえ、翌事業年度に見込まれる繰延税金資産の回収可能性をより保守的に見直した結果、繰延税金資産を取

り崩すことに致しました。そのため、当第２四半期累計期間にかかる法人税等調整額と併せて８億35百万円を差引し

た結果、６億69百万円の四半期純損失となりました。 

２．財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 （資産） 

 当第２四半期会計期間末の総資産は122億２百万円となり、前事業年度末に比べて12億40百万円（△9.2％）の減

少となりました。これは、貸与資産等の購入及び配当金の支払により現金及び預金が４億86百万円減少したこと及

び繰延税金資産の取崩額８億35百万円があったことが主な要因であります。 

 （負債） 

 当第２四半期会計期間末の負債は57億38百万円となり、前事業年度末に比べて４億５百万円（△6.6％）の減少

となりました。これは、社債の償還３億60百万円があったことが主な要因であります。 

 （純資産） 

 当第２四半期会計期間末の純資産は64億63百万円となり、前事業年度末に比べて８億35百万円（△11.4％）の減

少となりました。これは、利益剰余金が剰余金の配当に伴い１億75百万円、四半期純損失により６億69百万円減少

したためであります。 
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（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期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、前事業年度末と比べ、４億

86百万円減少し、６億48百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果獲得した資金は、２億２百万円となりました。これは、主な減少項目として貸与資産の購入によ

る支出１億84百万円があったものの、主な増加項目として減価償却費２億11百万円及びたな卸資産の減少額73百万

円があったためであります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、１億53百万円となりました。これは、営業所移転に加え、既存営業所の設備の

充実化を図ったことに伴う有形固定資産の取得により１億50百万円の支出があったためであります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、５億35百万円となりました。これは、社債償還による有利子負債の削減３億60

百万円、配当金の支払１億75百万円の支出によるものであります。 

３．業績予想に関する定性的情報 

 平成20年11月14日に発表した平成21年９月期（平成20年10月１日～平成21年９月30日）の業績予想につきまして

は、当第２四半期累計期間の業績及び今後の業界動向を踏まえ、変更しております。 

 なお、詳細につきましては、平成21年４月27日に公表致しました「業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知

らせ」をご参照下さい。 

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

（２）四半期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 

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、第１四

半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日公表分 企業

会計基準第９号）が適用されたことに伴い、個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 なお、この変更による損益への影響額は、軽微であります。 

③リース取引に関する会計基準等の適用 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会

第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年

４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１

四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所

有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

 これによる損益への影響額は、軽微であります。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 648,793 1,135,717

受取手形及び売掛金 4,126,342 4,105,296

有価証券 97,190 85,390

商品 52,878 140,454

貯蔵品 42,150 48,527

その他 398,149 784,720

貸倒引当金 △73,600 △104,000

流動資産合計 5,291,904 6,196,107

固定資産   

有形固定資産   

貸与資産（純額） 411,006 350,504

土地 4,598,453 4,598,453

その他（純額） 1,167,644 1,051,283

有形固定資産合計 6,177,104 6,000,241

無形固定資産 2,270 3,059

投資その他の資産   

その他 1,110,936 1,529,860

貸倒引当金 △379,983 △286,986

投資その他の資産合計 730,952 1,242,874

固定資産合計 6,910,327 7,246,175

資産合計 12,202,232 13,442,282

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,677,115 2,713,112

1年内償還予定の社債 620,000 670,000

未払法人税等 23,951 39,562

賞与引当金 185,200 227,100

役員賞与引当金 1,060 4,400

その他 295,827 305,694

流動負債合計 3,803,155 3,959,869

固定負債   

社債 1,450,000 1,760,000

長期借入金 400,000 400,000

役員退職慰労引当金 24,620 21,610

その他 61,012 2,355

固定負債合計 1,935,632 2,183,965

負債合計 5,738,787 6,143,834
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,167,551 1,167,551

資本剰余金 1,222,338 1,222,338

利益剰余金 4,082,458 4,927,892

自己株式 △20 △16

株主資本合計 6,472,328 7,317,766

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,883 △19,318

評価・換算差額等合計 △8,883 △19,318

純資産合計 6,463,445 7,298,448

負債純資産合計 12,202,232 13,442,282
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 6,439,488

売上原価 3,979,315

売上総利益 2,460,172

販売費及び一般管理費  

給料及び賞与 791,151

賞与引当金繰入額 185,200

退職給付費用 21,558

役員退職慰労引当金繰入額 3,010

役員賞与引当金繰入額 1,060

貸倒引当金繰入額 70,101

その他 1,187,454

販売費及び一般管理費合計 2,259,535

営業利益 200,637

営業外収益  

受取利息 882

受取地代家賃 11,471

その他 18,538

営業外収益合計 30,892

営業外費用  

支払利息 21,924

貸倒引当金繰入額 19,697

その他 8,542

営業外費用合計 50,164

経常利益 181,365

特別利益  

特別利益合計 －

特別損失  

固定資産除売却損 2,727

特別損失合計 2,727

税引前四半期純利益 178,637

法人税、住民税及び事業税 13,549

法人税等調整額 835,055

法人税等合計 848,604

四半期純損失（△） △669,967
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 178,637

減価償却費 211,133

貸倒引当金の増減額（△は減少） 62,597

賞与引当金の増減額（△は減少） △41,900

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,340

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,010

受取利息及び受取配当金 △882

支払利息 21,924

固定資産除売却損益（△は益） 2,727

賃貸資産の取得による支出 △184,555

売上債権の増減額（△は増加） △21,045

たな卸資産の増減額（△は増加） 73,494

仕入債務の増減額（△は減少） △35,996

その他 △13,820

小計 251,983

利息及び配当金の受取額 1,146

利息の支払額 △21,924

法人税等の支払額 △28,334

営業活動によるキャッシュ・フロー 202,871

投資活動によるキャッシュ・フロー  

短期貸付金の増減額（△は増加） 260

有形固定資産の取得による支出 △150,974

長期貸付金の回収による収入 4,670

その他 △7,822

投資活動によるキャッシュ・フロー △153,867

財務活動によるキャッシュ・フロー  

社債の償還による支出 △360,000

自己株式の取得による支出 △4

リース債務の返済による支出 △457

配当金の支払額 △175,466

財務活動によるキャッシュ・フロー △535,927

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △486,923

現金及び現金同等物の期首残高 1,135,717

現金及び現金同等物の四半期末残高 648,793
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 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

 
前中間会計期間 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   7,858,371 100.0 

Ⅱ 売上原価   4,879,274 62.1 

売上総利益   2,979,096 37.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,194,807 27.9 

営業利益   784,289 10.0 

Ⅳ 営業外収益   25,728 0.3 

Ⅴ 営業外費用   54,854 0.7 

経常利益   755,164 9.6 

Ⅵ 特別利益   － － 

Ⅶ 特別損失   2,881 0.0 

税引前中間純利益   752,283 9.6 

法人税、住民税及び事業
税 

15,976     

法人税等調整額 351,767 367,743 4.7 

中間純利益   384,539 4.9 
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間会計期間 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純利益 752,283 

減価償却費 181,792 

貸倒引当金額の増減額 22,002 

賞与引当金の増減額 △44,100 

役員賞与引当金の増減額 △5,250 

役員退職慰労引当金の増減額 2,900 

受取利息及び受取配当金 △2,066 

支払利息 26,318 

投資有価証券評価損 1,589 

貸与資産の取得による支出 △239,056 

売上債権の増減額 △758,812 

たな卸資産の増減額 84,173 

仕入債務の増減額 214,011 

その他 △6,119 

小計 229,665 

利息及び配当金の受取額 2,018 

利息の支払額 △28,683 

法人税等の支払額 △27,557 

営業活動によるキャッシュ・フロー 175,442 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

短期貸付金の増減額 750 

投資有価証券の取得による支出 △549 

有形固定資産の取得による支出 △54,443 

長期貸付金の回収による収入 15,101 

その他 △8,607 

投資活動によるキャッシュ・フロー △47,748 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入による収入 400,000 

長期借入金の返済による支出 △1,450,000 

社債の発行による収入 1,383,397 

社債の償還による支出 △660,000 

配当金の支払額 △438,666 

財務活動によるキャッシュ・フロー △765,268 
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前中間会計期間 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 △637,574 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,018,273 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,380,699 
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