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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4月1日～平成21年6月30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 3,233 △8.6 64 △78.1 15 △94.4 1 △98.8

21年3月期第1四半期 3,537 ― 293 ― 272 ― 136 ―

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 0.15 ―

21年3月期第1四半期 12.36 ―

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 24,505 5,338 21.4 484.52
21年3月期 24,958 5,543 21.8 502.12

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,247百万円 21年3月期  5,438百万円

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 ― 0.00 ― 20.00 20.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 20.00 20.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31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

7,250 △5.9 610 △36.1 490 △46.4 160 △57.0 14.77

通期 15,600 1.7 1,860 3.5 1,620 0.9 750 46.0 69.25
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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  無  

(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 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
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仮定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、３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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

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 11,156,000株 21年3月期  11,156,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  325,065株 21年3月期  325,065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 10,830,935株 21年3月期第1四半期 11,071,445株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、生産や輸出など一部で回復の兆しが見られたものの、企業収

益の悪化による設備投資の減少や雇用情勢の悪化など、引き続き厳しい状況で推移いたしました。 

 当仮設機材レンタル業界においては、政府の経済対策の影響もあり、公共工事関連が順調に推移したものの、民

間建設需要の冷え込みがそれ以上に大きく、特にマンション、住宅関連などの新築工事分野が極めて厳しい状況と

なりました。 

 このような状況下で、当社グループは、新型機材の採用により、ビルなどの補修、メンテナンス工事に注力し、

新築工事の低迷をカバーすべく営業活動を推進してまいりました。また、プラント工事、防災工事への進出を本格

化し、これらの分野での受注獲得に注力してまいりました。 

 しかしながら、民間建設需要の低迷が予想以上に大きく、当第１四半期連結会計期間の連結業績は、売上高が

3,233,364千円（前年同期比8.6％減）、営業利益が64,177千円（同78.1％減）、経常利益が15,158千円（同94.4％

減）、四半期純利益が1,589千円（同98.8％減）となりました。  

  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、24,505,774千円となり、前連結会計年度末と比べ452,498千円減少い

たしました。この主な要因は、受取手形及び売掛金の減少558,846千円、商品の増加69,070千円、賃貸資産の減少

171,910千円、投資有価証券の増加88,076千円、投資その他の資産のその他の増加80,827千円等によるものであり

ます。 

 負債合計は、19,167,267千円となり、前連結会計年度末と比べ247,755千円減少いたしました。この主な要因

は、短期借入金の減少900,000千円、１年内償還予定の社債の増加500,000千円、設備関係支払手形の減少290,119

千円、社債の減少540,000千円、長期借入金の増加1,013,858千円等によるものであります。 

 純資産合計は、5,338,507千円となり、前連結会計年度末と比べ204,742千円減少いたしました。この主な要因

は、利益剰余金の減少215,029千円、その他有価証券評価差額金の増加26,650千円等によるものであります。 

 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次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、499,286千円の収入（前年同四半期は375,889千円の支出）となりまし

た。主な要因は、賃貸資産の取得による支出622,981千円があったものの、税金等調整前四半期純利益22,231千

円、減価償却費626,745千円、売上債権の減少高550,522千円等があったことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、247,044千円の支出（前年同四半期は89,327千円の支出）となりまし

た。主な要因は、有形固定資産の取得による支出110,312千円、無形固定資産の取得による支出84,897千円、投資

有価証券の取得による支出54,566千円等があったことによります。 

（財務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・フローは、257,370千円の支出（前年同四半期は1,590,128千円の収入）となりまし

た。主な要因は、長期借入れによる収入2,000,000千円があったものの、長期借入金の返済による支出1,100,180千

円、短期借入金の純減額900,000千円、配当金の支払額216,618千円等があったことによります。 

  

  

  

 当第１四半期連結会計期間の業績は、概ね当初の予想どおりに推移いたしました。従いまして、現時点におい

て、平成21年５月14日発表の連結業績予想に変更はございません。   

 また、平成21年７月２日付「株式会社石島機材製作所の株式取得（子会社化）の基本合意に関するお知らせ」に

て発表いたしました当該株式取得による連結業績への影響につきましては、現在精査中であり、その影響が明確に

なり次第、速やかに開示する予定であります。 

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

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
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

１．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計

基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正」（企業

会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12

月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）が平

成21年４月１日以後開始する連結会計年度において最初に実施される企業結合及び事業分離等から適用するこ

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ておりま

す。 

２．「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）が

平成21年４月１日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、当第１四半期連

結累計期間より、新たに「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。 

  

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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,963,293 1,972,022

受取手形及び売掛金 3,618,328 4,177,175

商品 608,366 539,295

貯蔵品 8,948 10,692

繰延税金資産 95,459 117,916

その他 182,753 156,171

貸倒引当金 △215,454 △230,766

流動資産合計 6,261,694 6,742,507

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産 23,801,396 23,686,259

減価償却累計額 △11,796,097 △11,509,050

賃貸資産（純額） 12,005,298 12,177,208

建物及び構築物 2,394,528 2,411,482

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,393,896 △1,363,002

建物及び構築物（純額） 1,000,632 1,048,480

機械装置及び運搬具 271,333 267,862

減価償却累計額 △213,200 △210,004

機械装置及び運搬具（純額） 58,132 57,857

土地 2,747,938 2,747,938

リース資産 11,448 11,448

減価償却累計額 △1,276 △731

リース資産（純額） 10,172 10,716

建設仮勘定 6,516 8,616

その他 259,717 263,716

減価償却累計額 △138,304 △137,792

その他（純額） 121,413 125,924

有形固定資産合計 15,950,104 16,176,743

無形固定資産   

借地権 505,759 505,759

その他 269,710 196,453

無形固定資産合計 775,469 702,213

投資その他の資産   

投資有価証券 496,967 408,890

長期貸付金 15,798 14,680

差入保証金 379,108 358,383

会員権 76,199 76,199

繰延税金資産 197,278 198,785

その他 1,131,679 1,050,852

貸倒引当金 △778,525 △770,981

投資その他の資産合計 1,518,505 1,336,809

固定資産合計 18,244,080 18,215,766

資産合計 24,505,774 24,958,273
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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30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31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,590,005 1,463,275

短期借入金 800,000 1,700,000

1年内償還予定の社債 880,000 380,000

1年内返済予定の長期借入金 4,002,838 4,116,876

リース債務 2,288 2,288

未払法人税等 27,362 152,965

賞与引当金 35,395 101,300

役員賞与引当金 － 3,090

設備関係支払手形 134,728 424,848

その他 1,086,657 901,225

流動負債合計 8,559,274 9,245,869

固定負債   

社債 1,750,000 2,290,000

長期借入金 8,020,332 7,006,473

リース債務 8,392 8,964

退職給付引当金 137,392 129,229

役員退職慰労引当金 152,800 146,900

長期設備関係支払手形 21,495 27,533

負ののれん 10,615 10,780

その他 506,964 549,272

固定負債合計 10,607,992 10,169,153

負債合計 19,167,267 19,415,023

純資産の部   

株主資本   

資本金 679,750 679,750

資本剰余金 717,750 717,750

利益剰余金 4,042,265 4,257,295

自己株式 △170,688 △170,688

株主資本合計 5,269,077 5,484,107

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,895 △37,546

繰延ヘッジ損益 △10,423 △8,121

評価・換算差額等合計 △21,319 △45,667

少数株主持分 90,748 104,810

純資産合計 5,338,507 5,543,249

負債純資産合計 24,505,774 24,958,273
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,537,053 3,233,364

売上原価 1,981,952 1,975,047

売上総利益 1,555,101 1,258,317

販売費及び一般管理費 1,261,841 1,194,140

営業利益 293,259 64,177

営業外収益   

受取利息 1,973 2,444

受取配当金 791 715

受取賃貸料 7,673 7,613

負ののれん償却額 155 164

賃貸資産受入益 4,508 6,960

スクラップ売却収入 37,548 5,300

その他 12,157 13,289

営業外収益合計 64,808 36,487

営業外費用   

支払利息 65,219 65,789

支払手数料 13,210 12,095

その他 7,601 7,621

営業外費用合計 86,031 85,506

経常利益 272,036 15,158

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 7,507

特別利益合計 － 7,507

特別損失   

固定資産除却損 4,512 435

特別損失合計 4,512 435

税金等調整前四半期純利益 267,523 22,231

法人税、住民税及び事業税 122,774 16,992

法人税等調整額 11,634 17,711

法人税等合計 134,408 34,704

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △12,472

少数株主損失（△） △3,703 △14,061

四半期純利益 136,818 1,589
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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 267,523 22,231

減価償却費 606,458 626,745

負ののれん償却額 △155 △164

賃貸資産除却に伴う原価振替額 77,961 42,161

賃貸資産売却に伴う原価振替額 27,570 5,147

賃貸資産の取得による支出 △921,667 △622,981

賃貸資産受入益 △4,508 △6,960

貸倒引当金の増減額（△は減少） △173,602 △7,767

賞与引当金の増減額（△は減少） △66,471 △65,905

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,930 △3,090

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,497 8,162

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,600 5,900

受取利息及び受取配当金 △2,764 △3,160

支払利息 65,219 65,789

有形固定資産除却損 1,330 435

売上債権の増減額（△は増加） 492,070 550,522

たな卸資産の増減額（△は増加） △81,454 △67,327

仕入債務の増減額（△は減少） △9,056 126,281

その他 110,843 19,296

小計 383,463 695,317

利息及び配当金の受取額 2,278 2,634

利息の支払額 △62,064 △60,390

法人税等の支払額 △699,566 △138,276

営業活動によるキャッシュ・フロー △375,889 499,286
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △3,900 △3,600

定期預金の払戻による収入 1,900 7,200

有形固定資産の取得による支出 △59,487 △110,312

有形固定資産の売却による収入 3,043 861

無形固定資産の取得による支出 △26,347 △84,897

投資有価証券の取得による支出 △336 △54,566

貸付けによる支出 △11,000 △5,000

貸付金の回収による収入 6,800 3,270

投資活動によるキャッシュ・フロー △89,327 △247,044

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） 900,000 △900,000

リース債務の返済による支出 － △572

長期借入れによる収入 2,000,000 2,000,000

長期借入金の返済による支出 △1,031,779 △1,100,180

社債の償還による支出 △40,000 △40,000

自己株式の取得による支出 △13,072 －

配当金の支払額 △221,780 △216,618

少数株主への配当金の支払額 △3,192 －

その他 △48 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,590,128 △257,370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,124,911 △5,129

現金及び現金同等物の期首残高 1,177,071 1,606,401

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,301,982 1,601,271
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 該当事項はありません。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 仮設機材のレンタル事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の

合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 海外売上高は、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〕

〔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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