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1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年5月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年2月期第1四半期 10,653 ― 762 ― 863 ― 586 ―
21年2月期第1四半期 11,324 ― 1,042 ― 1,119 ― 709 ―

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

22年2月期第1四半期 14.47 ―
21年2月期第1四半期 16.47 ―

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

22年2月期第1四半期 75,180 60,420 80.4 1,489.52
21年2月期 75,670 60,251 79.6 1,485.04

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  60,420百万円 21年2月期  60,251百万円

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

21年2月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
22年2月期 ―
22年2月期 

（予想）
0.00 ― 15.00 15.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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

第2四半期 
連結累計期間 21,000 ― 1,100 ― 1,250 ― 650 ― 16.02

通期 42,000 △5.7 2,200 △9.5 2,500 △10.6 1,300 13.7 32.04
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

新規 ―社 （社名                    ）  除外 ―社（社名                    ） 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
［（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。］ 

(3) 四半期連結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（四半期連結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.その他をご覧ください。］ 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績の変化等に
より、上記予想数値と異なる場合があります。 
2.当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

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） 22年2月期第1四半期 47,841,297株 21年2月期  47,841,297株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  7,277,551株 21年2月期  7,269,336株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 40,566,266株 21年2月期第1四半期 43,091,790株
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当第１四半期連結会計期間（平成21年３月１日～平成21年５月31日）における経済環境は、昨年からの
世界的な景気後退の影響を受け、企業収益も大幅に悪化した期でありました。政府も数次にわたる補正予
算を編成する等、いわゆる内需拡大策を打ち出しておりますが、依然雇用状況の改善や設備投資の浮揚ま
でには至っておりません。特に建設・土木関係の業界におきましては中堅中小の業者や住宅メーカーの倒
産も相次いでおり、極めて厳しい経営環境が続いております。これまで堅調でありました都市圏での建機
レンタル事業も、需要減退に伴う競争激化や需給のアンバランス等に伴い、急速に収益率が低下してまい
りました。 
 このような環境下、当第１四半期は主力である建機事業の売上高減少を余儀なくされたため、他の商事
事業や不動産事業におきまして、新たなビジネスチャンスの捕捉や安定的な収入の確保に努めてまいりま
した。 
 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は前期比６億71百万円減少し、106億53百万円となり
ました。利益面につきましては、売上高減少を主因に、営業利益は７億62百万円、経常利益は８億63百万
円、当期純利益は５億86百万円といずれも前年同期を下回る結果となりました。 
  
  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は751億80百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億89百万円
減少しました。これは主に、受取手形及び売掛金が減少したことによるものであります。 
 一方、負債合計は147億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億58百万円減少しました。これは
主に、支払手形及び買掛金が減少したことによるものであります。 
 また、純資産は、その他有価証券評価差額金の増加などにより604億20百万円と前連結会計年度末に比
べ１億69百万円増加しました。 
 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末から0.8ポイント上昇し80.4%となり、１株当たり純資産
額は1,489円52銭となりました。 
  

当第１四半期連結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、営業活動によ
り12億４百万円増加し、投資活動により17億56百万円増加しました。財務活動により７億13百万円支出し
たことにより、前連結会計年度末と比べ22億46百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末残高は、157
億46百万円となりました。 
 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因はつぎのとおりであり
ます。 
  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動による資金の増加は、12億４百万円となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益10

億34百万円、売上債権の減少額10億36百万円、仕入債務の減少額10億20百万円等によるものであります。
  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動による資金の増加は、17億56百万円となりました。主な要因は、投資有価証券の売却・償還に

よる収入17億87百万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、使用した資金は７億13百万円となりました。主な要因は、配当金の支払４億97百万円

などによるものであります。 
  

  

平成22年２月期の業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間、通期ともに平成21年４月10日に
発表しました数値から変更はございません。 

  
  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 財政状態の状況

(2) キャッシュ・フローの状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

１．簡便な会計処理 
① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 
  

② 棚卸資産の評価方法 
当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を
見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
  

③ 固定資産の減価償却費の算定方法 
減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の

額を期間按分して算定する方法によっております。 
  

④ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異
等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測
を利用する方法によっております。 
  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
該当事項はありません。 
  

当連結会計年度より「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
連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結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
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5.【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)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,046 13,800

受取手形及び売掛金 14,216 15,252

商品及び製品 3,395 3,474

原材料及び貯蔵品 316 309

その他 1,374 2,027

貸倒引当金 △1,177 △1,334

流動資産合計 34,172 33,528

固定資産   

有形固定資産   

貸与資産（純額） 2,066 2,095

賃貸不動産（純額） 21,478 21,582

土地 4,508 4,508

その他（純額） 4,426 4,467

有形固定資産合計 32,479 32,653

無形固定資産 480 506

投資その他の資産   

投資有価証券 4,560 5,386

その他 3,781 3,892

貸倒引当金 △293 △297

投資その他の資産合計 8,048 8,981

固定資産合計 41,008 42,141

資産合計 75,180 75,670

－ 5 －
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,693 7,713

短期借入金 10 32

未払法人税等 547 589

賞与引当金 417 199

その他 2,020 1,864

流動負債合計 9,688 10,400

固定負債   

社債 40 40

長期借入金 － 4

退職給付引当金 33 34

役員退職慰労引当金 778 768

その他 4,219 4,172

固定負債合計 5,071 5,018

負債合計 14,760 15,419

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,208 12,208

資本剰余金 13,717 13,717

利益剰余金 39,786 39,808

自己株式 △2,973 △2,971

株主資本合計 62,739 62,763

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △227 △421

繰延ヘッジ損益 － 0

土地再評価差額金 △2,091 △2,091

評価・換算差額等合計 △2,318 △2,512

純資産合計 60,420 60,251

負債純資産合計 75,180 75,670
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(2)【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)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 10,653

売上原価 8,343

割賦販売未実現利益繰入額 93

割賦販売未実現利益戻入額 59

売上総利益 2,276

販売費及び一般管理費 1,514

営業利益 762

営業外収益  

受取利息 37

受取配当金 5

投資有価証券売却益 45

その他 28

営業外収益合計 117

営業外費用  

支払利息 10

その他 4

営業外費用合計 15

経常利益 863

特別利益  

固定資産売却益 0

貸倒引当金戻入額 169

その他 3

特別利益合計 173

特別損失  

固定資産除却損 2

特別損失合計 2

税金等調整前四半期純利益 1,034

法人税、住民税及び事業税 522

法人税等調整額 △74

法人税等合計 447

四半期純利益 586

－ 7 －
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 1,034

減価償却費 445

のれん償却額 26

貸倒引当金の増減額（△は減少） △160

賞与引当金の増減額（△は減少） 217

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10

受取利息及び受取配当金 △42

支払利息 10

有形固定資産除売却損益（△は益） 1

投資有価証券売却損益（△は益） △48

売上債権の増減額（△は増加） 1,036

たな卸資産の増減額（△は増加） 70

仕入債務の増減額（△は減少） △1,020

その他 120

小計 1,700

利息及び配当金の受取額 60

利息の支払額 △10

法人税等の支払額 △545

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,204

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △30

有形固定資産の売却による収入 0

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,787

貸付けによる支出 △0

貸付金の回収による収入 1

その他 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,756

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △26

リース債務の返済による支出 △54

設備関係割賦債務の返済による支出 △131

自己株式の取得による支出 △2

配当金の支払額 △497

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △713

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,246

現金及び現金同等物の期首残高 13,500

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,746
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当連結会計年度より「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、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日) 

  

 
  (注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

  ２ 各事業の主要な内容は次のとおりであります。 

  (1) 建機事業      土木・建設機械等の製造、販売並びにレンタル 

  (2) 商事事業      建設資材、商業設備、住宅設備、映像・音響機器等の販売並びにレンタル 

  (3) 不動産事業     商業用不動産の賃貸・売買、戸建・分譲等 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日) 

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

 【事業の種類別セグメント情報】

建機事業 
(百万円)

商事事業
(百万円)

不動産事業
(百万円)

計(百万円)
消去又は 
全社 

(百万円)
連結(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

6,876 3,045 732 10,653 ― 10,653

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 6,876 3,045 732 10,653 ― 10,653

  営業利益 436 69 255 762 ― 762

 【所在地別セグメント情報】

 【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表等 

(要約) 四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年５月31日） 

 
  

  

「参考資料」

(単位:百万円)

科  目

前年同四半期
(平成21年2月期第1四半期)

金額

Ⅰ 売上高 11,324

Ⅱ 売上原価 8,735

Ⅲ 割賦売上利益調整額(繰延：△) 39

  売上総利益 2,628

Ⅳ 販売費及び一般管理費 1,586

  営業利益 1,042

Ⅴ 営業外収益 125

Ⅵ 営業外費用 47

  経常利益 1,119

Ⅶ 特別利益 51

Ⅷ 特別損失 16

  税金等調整前四半期純利益 1,154

  法人税、住民税及び事業税 737

  法人税等調整額 △292

  四半期純利益 709
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