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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年3月21日～平成21年6月20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3月期第1四半期 6,997 ― 45 ― 71 ― 34 ―
21年3月期第1四半期 8,218 △1.5 266 △38.4 298 △42.4 166 △29.3

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3月期第1四半期 1.90 ―
21年3月期第1四半期 8.68 ―

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3月期第1四半期 26,148 12,126 46.4 666.94
21年3月期 25,699 12,098 47.1 665.39

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  12,126百万円 21年3月期  12,098百万円

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3月期 ― 9.50 ― 3.50 13.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年3月21日～平成22年3月20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

15,060 △6.8 360 △31.5 500 △12.5 280 △16.0 15.40

通期 31,000 △1.0 990 △13.4 1,350 26.4 720 ― 39.60
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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  

(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」をご覧下さい。 

(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」をご覧下さい。 

(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．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。 
 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 「3．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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3月期第1四半期 19,509,326株 21年3月期  19,509,326株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,326,966株 21年3月期  1,326,966株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 18,182,360株 21年3月期第1四半期 19,182,362株
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当第１四半期連結会計期間（以下、当第１四半期という。）のわが国経済は、サブプライムローンに端

を発した昨年の世界同時不況以降、政府の景気対策の実行等により一部の業種においては景況感の改善が

見られるものの、全般的には企業収益の悪化による設備投資の減少や雇用調整、所得環境の悪化に起因す

る個人消費の低迷等、経営環境は引き続き厳しい状況にあります。 

このような状況の中で当社グループは、労働安全衛生規則の改正によって新たに設置が義務化された仮

設機材について、増産体制を講じるとともに販売とレンタルの両面で営業に注力いたしました。この結

果、建設投資や個人の住宅取得意欲が冷え込んだ環境下ではあるものの、当第１四半期の売上高は前年同

期比14.9％減の69億97百万円となり、売上高の減少幅は概ね期初予想の範囲内となりました。 

利益面では、円高の進展により海外からのＯＥＭ製品の輸入コストが低下したものの、国内生産におい

ては相対的に付加価値の高い製品の生産量が回復せず、建設機材ならびにレンタル関連事業の売上高減少

の影響を大きく受けました。この結果、営業利益は45百万円、経常利益は前年同期比76.0％減の71百万

円、四半期純利益は34百万円となりました。 

  

事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。セグメント区分の売上高はセグメント間の

内部売上高を含んでおりません。 

建設機材関連事業 

当事業の売上高は、仮設機材レンタル会社の機材稼働率が低下したことから、前年同期までに見られ

たような先行投資的な機材の購入需要がなくなり、売上高は前年同期比25.5％減の15億24百万円となり

ました。 

損益面では、売上高の減少に伴い売上総利益が減少したことに加え、高付加価値品の生産が低調に推

移した結果、営業利益は前年同期比57.3％減の１億６百万円となりました。 

レンタル関連事業 

当事業の売上高は、前年同期比10.1％減の30億20百万円となりました。中高層用仮設機材レンタル、

低層用仮設機材レンタル、ともに建設投資並びに住宅着工戸数に改善が見られなかったことから売上高

は低調に推移しました。 

損益面では、売上高の減少に伴い売上総利益が減少したことから、営業利益は前年同期比99.0％減の

１百万円となりました。 

住宅機器関連事業 

当事業の売上高は、前年同期比8.8％減の19億３百万円となりました。アルミ関連製品やフィットネ

ス商品は、個人消費に回復の兆しが見えないことから量販ルートの販売が伸び悩みました。また、従来

から開拓に注力してきた金物・工具ルートについても、企業の設備投資に対する慎重姿勢から特注品や

アルミ関連製品に対する需要が減少しました。 

損益面では、全般的に為替相場が円高に推移したことから海外からのＯＥＭ製品の輸入コストは低下

しました。この結果、当事業の営業損失は前年同期比75百万円改善し24百万円となりました。 

電子機器関連事業 

当事業の売上高は、前年同期比24.2％減の５億49百万円となりました。国内向けには従来から業務用

に拡販を進めてきた特定小電力無線機の販売が設備投資抑制の影響を受け低調な結果となりました。ま

た、海外向けは欧米の景気後退や円高の影響により販売が減少しました。 

損益面では、売上高の減少の結果、営業損益は前年同期比53百万円減少し37百万円の損失となりまし

た。 

  

なお、上記文中における前年同期比につきましては参考として記載しております。 

【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
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当第１四半期連結会計期間末（以下、当第１四半期末という。）の総資産は261億48百万円となり、前

連結会計年度末（以下、前期末という。）に比べ４億48百万円増加しました。総資産の内訳は、流動資産

が163億１百万円（前期末比４億80百万円増）、固定資産が98億47百万円（前期末比31百万円減）であり

ます。流動資産の主な増加要因は現金及び預金の増加であります。 

負債の部では、流動負債が87億１百万円（前期末比１億86百万円減）となりました。また、固定負債は

53億20百万円（前期末比６億６百万円増）となりました。流動負債の主な減少要因は支払手形及び買掛金

の減少であり、固定負債の主な増加要因は長期借入金の増加であります。 

純資産の部は、株主資本が剰余金の配当を63百万円実施し、四半期純利益が34百万円となったことなど

から、121億26百万円となり前期末に比べ28百万円増加しました。 

キャッシュ・フローについては営業活動の結果、資金の増加は前年同期比４億70百万円増の８億12百万

円となりました。これは税金等調整前四半期純利益が70百万円となったことや、在庫削減活動によるたな

卸資産の減少と法人税等の支払額が減少したことによります。 

投資活動においては、レンタル資産を中心に有形固定資産の取得に３億64百万円を支出しましたが、前

年同期に実施した投資有価証券の取得による支出が僅少であったことなどから、資金の支出は前年同期比

２億70百万円減少し３億49百万円になりました。 

財務活動においては、長期借入による資金の調達が前年同期比７億円増加したため資金の増加は前年同

期比96百万円増加し３億77百万円となりました。 

以上の結果、現金及び現金同等物は８億43百万円増加し、当第１四半期末残高は30億20百万円となりま

した。 

  

なお、上記文中における前年同期比につきましては参考として記載しております。 

  

  

  
当期の今後の見通しにつきましては、当第１四半期の業績が概ね計画通りに進捗しており、事業環境に

つきましても想定の範囲内であることから、平成21年５月１日に発表いたしました第２四半期連結累計期
間及び通期の業績予想に変更はありません。 

  
  

  

該当事項はありません。 
  

  

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

と見込まれるため、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、前連結会計年度末に

係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

また、たな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、たな卸資産についてのみ正

味売却可能価額を見積り、簿価切下げを行っております。 

③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、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。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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

１．簡便な会計処理
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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ついて、前連結会計年度末以降に経営環境等並びに一時差異等

の発生状況に著しい変化が認められないことから、前連結会計年度において使用した将来の業績予測

等を利用する方法によっております。 

  

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 

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。 

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によってお

りましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９

号 平成18年７月５日公表分）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（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に与える影響はありません。 

③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の

取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号)を適用し、連結決算上必要な修

正を行っております。 

なお、この変更による損益に与える影響はありません。 

④ 「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日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から

適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結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方法に準じた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。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、損益並びに資産に与える影響はありません。 

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。 

  

当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数については、法人税法の改正に伴い見直しを行い、当第１

四半期連結会計期間より変更致しました。 

この結果、従来の方法によった場合と比べて売上総利益は3,376千円、営業利益、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益が3,413千円、それぞれ減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 

(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

(追加情報)
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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：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月20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３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,029,198 2,185,698

受取手形及び売掛金 7,463,585 7,796,990

商品及び製品 3,742,972 4,087,338

仕掛品 395,094 299,706

原材料 870,567 771,354

その他 870,710 752,917

貸倒引当金 △70,449 △72,374

流動資産合計 16,301,680 15,821,632

固定資産   

有形固定資産   

レンタル資産 15,414,460 15,382,714

減価償却累計額 △12,931,321 △12,888,734

レンタル資産（純額） 2,483,139 2,493,980

建物及び構築物 4,657,648 4,644,445

減価償却累計額 △2,965,890 △2,921,549

建物及び構築物（純額） 1,691,757 1,722,896

土地 2,087,373 2,087,373

その他 2,821,843 2,791,723

減価償却累計額 △2,335,434 △2,286,920

減損損失累計額 △59,536 △59,536

その他（純額） 426,871 445,266

有形固定資産合計 6,689,142 6,749,517

無形固定資産 96,603 129,422

投資その他の資産   

投資有価証券 1,384,261 1,286,126

長期貸付金 71,664 70,860

繰延税金資産 236,139 272,062

その他 1,526,962 1,582,997

貸倒引当金 △157,740 △212,841

投資その他の資産合計 3,061,286 2,999,206

固定資産合計 9,847,032 9,878,146

資産合計 26,148,713 25,699,778
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月20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３月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,062,048 4,261,027

短期借入金 3,204,792 3,383,592

未払法人税等 98,625 150,697

賞与引当金 201,646 400,883

その他 1,134,533 691,612

流動負債合計 8,701,646 8,887,812

固定負債   

長期借入金 4,507,614 3,886,099

退職給付引当金 71,493 68,920

役員退職慰労引当金 348,422 364,339

関係会社事業損失引当金 137,210 137,210

その他 255,795 256,967

固定負債合計 5,320,536 4,713,537

負債合計 14,022,182 13,601,349

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,571,558 5,571,558

資本剰余金 3,306,759 3,306,759

利益剰余金 3,557,860 3,586,906

自己株式 △442,456 △442,456

株主資本合計 11,993,720 12,022,767

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 100,353 64,445

繰延ヘッジ損益 △12,053 △7,169

為替換算調整勘定 44,510 18,385

評価・換算差額等合計 132,810 75,661

純資産合計 12,126,531 12,098,428

負債純資産合計 26,148,713 25,699,778
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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：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年６月20日) 

売上高 6,997,513

売上原価 5,028,309

売上総利益 1,969,203

販売費及び一般管理費 1,923,698

営業利益 45,504

営業外収益  

受取利息 3,008

受取地代家賃 15,290

作業屑等売却益 4,988

仕入割引 15,674

持分法による投資利益 37,924

その他 17,478

営業外収益合計 94,365

営業外費用  

支払利息 31,000

為替差損 26,989

その他 10,086

営業外費用合計 68,076

経常利益 71,794

特別利益  

貸倒引当金戻入益 3,425

特別利益合計 3,425

特別損失  

有形固定資産除売却損 3,979

投資有価証券評価損 1,161

特別損失合計 5,141

税金等調整前四半期純利益 70,077

法人税、住民税及び事業税 104,747

法人税等調整額 △69,261

法人税等合計 35,486

四半期純利益 34,591
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年６月20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 70,077

減価償却費 368,647

貸倒引当金の増減額（△は減少） △625

賞与引当金の増減額（△は減少） 201,646

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,344

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,444

受取利息及び受取配当金 △4,893

支払利息 31,000

為替差損益（△は益） 4,775

持分法による投資損益（△は益） △37,924

有形固定資産除売却損益（△は益） 3,958

投資有価証券評価損益（△は益） 1,161

売上債権の増減額（△は増加） 322,510

更正債権等の増減額（△は増加） 2,869

たな卸資産の増減額（△は増加） 154,955

仕入債務の増減額（△は減少） △209,623

未払消費税等の増減額（△は減少） 19,142

その他 17,400

小計 977,868

利息及び配当金の受取額 4,975

利息の支払額 △31,000

法人税等の支払額 △139,528

営業活動によるキャッシュ・フロー 812,315

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金等の預入による支出 △300

有形固定資産の取得による支出 △364,806

投資有価証券の取得による支出 △778

貸付けによる支出 △14,800

貸付金の回収による収入 13,996

敷金及び保証金の差入による支出 △3,430

敷金・保証金の返還による収入 20,687

投資活動によるキャッシュ・フロー △349,430

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △450,000

長期借入れによる収入 1,600,000

長期借入金の返済による支出 △707,398

配当金の支払額 △64,721

財務活動によるキャッシュ・フロー 377,880

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,434
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(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年６月20日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 843,199

現金及び現金同等物の期首残高 2,177,466

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,020,666
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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。 

  

  

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な品目 

 (1) 建設機材関連事業……建設用仮設機材等 

 (2) レンタル関連事業……中高層用・低層用仮設機材・仮設観覧席のレンタル 

 (3) 住宅機器関連事業……梯子、脚立、アルミ型材、フィットネス関連商品 

 (4) 電子機器関連事業……無線通信機器等 

３ 「（追加情報）」に記載のとおり、法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を見直した結果、当第

１四半期連結会計期間より当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数の変更を行っております。この

変更に伴い、従来と同様の方法によった場合に比べ、営業費用は「建設機材関連事業」が688千円、「レ

ンタル関連事業」が1,969千円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。また「住宅機器関連

事業」においては営業費用が755千円増加し、営業損失が同額増加しております。 

  

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」以外の割合がいずれも10％未満のため、所在地別セグメ
ント情報の記載を省略しております。 

  

海外売上高の合計が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の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】

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月21日 至 平成21年６月20日）

建設機材 
関連事業 
(千円)

レンタル
関連事業 
(千円)

住宅機器
関連事業 
(千円)

電子機器
関連事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結
(千円)

 売上高

  (1) 外部顧客に対する売上高 1,524,116 3,020,676 1,903,265 549,455 6,997,513 ― 6,997,513

  (2) セグメント間の 
    内部売上高又は振替高

226,155 481 6,954 52,180 285,772   ( 285,772) ―

計 1,750,271 3,021,158 1,910,219 601,636 7,283,285   ( 285,772) 6,997,513

 営業利益又は営業損失(△) 106,383 1,040 △24,458 △37,461 45,504 ― 45,504

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月21日 至 平成21年６月20日）

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月21日 至 平成21年６月20日）

(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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「参考資料」 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 
 

前四半期 

(平成 21 年３月期第１四半期)科  目 

金  額（千円） 

Ⅰ 売上高 8,218,692

 １ 商品及び製品売上高 4,858,807

 ２ レンタル収入 3,359,884

Ⅱ 売上原価 5,886,056

 １ 商品及び製品売上原価 3,533,841

 ２ レンタル原価 2,352,215

売上総利益 2,332,636

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,066,626

営業利益 266,010

Ⅳ 営業外収益 157,882

 １ 受取利息 4,329

 ２ 受取地代・家賃 17,328

 ３ 作業屑等売却益 30,094

 ４ 仕入割引 20,394

 ５ スワップ取引等運用益 18,370

 ６ 営業譲渡益 39,800

 ７ その他 27,566

Ⅴ 営業外費用 125,057

 １ 支払利息 33,395

 ２ 支払地代・家賃 6,115

 ３ 為替差損 80,214

 ４ その他 5,332

経常利益 298,834

Ⅵ 特別利益 9,200

１ 貸倒引当金戻入益 9,200

Ⅶ 特別損失 8,982

 １ 固定資産除売却損 6,358

 ２ 投資有価証券評価損 2,623

税金等調整前四半期(当期)純利益 299,052

法人税、住民税及び事業税 175,164

法人税等調整額 △42,543

四半期（当期）純利益 166,431
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

 
前四半期 

(平成 21 年３月期第１四半期) 

区 分 金 額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

１ 税金等調整前四半期純利益 299,052

 ２ 減価償却費 380,599

 ３ 貸倒引当金の減少額 △ 6,341

 ４ 賞与引当金の増加額 226,451

 ５ 役員退職慰労引当金の減少額 △ 12,057

 ６ 退職給付引当金の減少額 △ 12,498

 ７ 受取利息及び受取配当金 △ 7,339

 ８ 支払利息 33,395

 ９ 営業譲渡益 △ 39,800

 10 売上債権の減少額 756,113

 11 更生債権等の減少額 808

 12 たな卸資産の増加額 △ 43,336

 13 仕入債務の減少額 △ 764,413

 14 未払消費税等の増加額 △ 91,194

 15 その他 14,657

   小    計 734,096

 16 利息及び配当金の受取額 7,402

 17 利息の支払額 △ 33,395

 18 法人税等の支払額 △ 366,188

   営業活動によるキャッシュ・フロー 341,915

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 １ 定期預金等の預入による支出 △ 300

 ２ 有形固定資産の取得による支出 △ 454,097

 ３ 無形固定資産の取得による支出 △ 8,978

 ４ 投資有価証券の取得による支出 △ 167,121

 ５ 貸付けによる支出 △ 9,500

 ６ 貸付金の回収による収入 17,734

 ７ 敷金・保証金の差入による支出 △ 3,754

 ８ 敷金・保証金の返還による収入 6,053

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 619,964

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 １ 短期借入金の純増加額 100,000

 ２ 長期借入れによる収入 900,000

 ３ 長期借入金の返済による支出 △ 574,970

 ４ 自己株式の取得による支出 △ 2

 ５ 配当金の支払額 △ 144,021

   財務活動によるキャッシュ・フロー 281,006

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 7,926

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △ 4,969

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,338,142

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 2,333,173
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（３）セグメント情報 
 【事業の種類別セグメント情報】 

 
（単位：千円） 

 
前四半期 

(平成 21 年３月期 第１四半期) 

 
建設機材 

関連事業 

レンタル

関連事業

住宅機器

関連事業

電子機器

関連事業
計 

消去又は 

全  社 
連  結

売上高及び営業損益     

  売   上   高     

 (1)外部顧客に対する売上高  2,045,864 3,359,884 2,087,975 724,967 8,218,692 － 8,218,692

 (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 338,935 － 83,402 4,498 426,837 ( 426,837) －

計 2,384,800 3,359,884 2,171,378 729,466 8,645,530 ( 426,837) 8,218,692

  営  業  費  用  2,135,898 3,258,700 2,271,738 713,182 8,379,519 ( 426,837) 7,952,682

  営業利益又は営業損失(△) 248,902 101,183 △100,360 16,283 266,010 － 266,010

(注)１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
    ２ 各事業の主な品目 

(1)建設機材関連事業･･････････････建設用仮設機材等 
(2)レンタル関連事業･･････････････中高層用・低層用仮設機材・仮設観覧席のレンタル 
(3)住宅機器関連事業･･････････････梯子、脚立、アルミ型材、フィットネス関連商品 
(4)電子機器関連事業･･････････････無線通信機器等 

３ 当社及び国内連結子会社は、当第１四半期から法人税法改正に伴い、平成 19 年３月 31 日以前に取得した資産
については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度
の翌連結会計年度より、取得原価の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費
に含めて計上しております。この変更に伴い、前年同四半期と同一の方法によった場合と比べ、当四半期にお
ける営業費用は「建設機材関連事業」が 1,057 千円、「レンタル関連事業」が 19,171 千円、「住宅機器関連事
業」が 1,147 千円、「電子機器関連事業」が 236 千円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 
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