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1.  平成21年12月期第2四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年6月30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12月期第2四半期 2,265 ― △168 ― △225 ― △144 ―
20年12月期第2四半期 3,463 12.3 154 3.7 105 17.9 48 ―

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12月期第2四半期 △20.54 ―
20年12月期第2四半期 6.95 6.45

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12月期第2四半期 7,361 1,266 17.2 179.61
20年12月期 7,600 1,436 18.9 204.23

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  1,266百万円 20年12月期  1,436百万円

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12月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
21年12月期 ― 0.00
21年12月期 

（予想）
― 3.00 3.00

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31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  有   

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 5,100 △21.4 70 △74.8 △40 ― △40 ― △5.67



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  有  

(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頁【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照ください。 

(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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第2四半期 7,073,020株 20年12月期  7,050,520株
② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  19,593株 20年12月期  18,130株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第2四半期 7,053,524株 20年12月期第2四半期 7,033,867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．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、今後の様々な要因によって予想数値
と異なる可能性があります。なお、上記の業績予想については平成21年２月24日公表の平成21年12月期通期業績予想を平成21年８月13日別途公表して
おります「業績予想の修正に関するお知らせ」により変更しております。 
２．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。 



 当第２四半期会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日）におけるわが国経済は、一部の産業や輸出

において持ち直しの動きがみられたものの、企業収益の悪化による設備投資の縮小や雇用情勢の悪化など、依然

として厳しい状況が続いております。 

 当社の主たる需要先である建設業界においても、民間投資の大幅な減少に加えて公共投資も縮減傾向が続くな

ど、引き続き低調に推移しております。 

 このような環境の下、売上高につきましては工事量の大幅な減少に伴い、前年同四半期と比較してレンタル売

上が減少しました。また、建設機械の中古市場についても復調の兆しが見えず、販売売上についても減少しまし

た。利益につきましては、原価の低減、一般管理費の圧縮、人件費の削減に取り組んだものの、建設業界の季節

的要因による極端な市場低迷から、前年同四半期と比較して減益となりました。 

 この結果、当第２四半期会計期間の経営成績は、売上高９億57百万円、営業損失は１億90百万円、経常損失は

２億19百万円、四半期純損失は１億37百万円となりました。 

 なお、平成21年12月期第１四半期に係る経営成績に関する定性的情報については、平成21年12月期第１四半期

決算短信（平成21年５月14日開示）をご参照ください。  

  

（１）資産・負債・純資産の変動状況 

（流動資産）  

当第２四半期会計期間末における流動資産の残高は、前事業年度末と比べて２億24百万円減少し、17億17百万

円となりました。主な要因といたしましては、売掛金が２億82百万円、受取手形が１億52百万円それぞれ減

少、現金及び預金が１億８百万円増加、税務上の繰越欠損金等を計上したことに伴い、繰延税金資産が94百万

円増加したことなどによるものであります。  

（固定資産）  

当第２四半期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14百万円減少し、56億44百万円と

なりました。主な要因といたしましては、賃貸用資産が16百万円増加、自社用資産が事業所の閉鎖等に伴い34

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） 

当第２四半期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６百万円増加し、30億35百万円と

なりました。主な要因といたしましては、短期借入金が２億22百万円、１年内償還予定の社債が１億円それぞ

れ増加、支払手形が１億56百万円、買掛金が62百万円、未払法人税等が15百万円それぞれ減少したことなどに

よるものであります。  

（固定負債）  

当第２四半期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75百万円減少し、30億59百万円と

なりました。主な要因といたしましては、長期未払金が１億85百万円増加、長期借入金が１億57百万円減少、

１年内償還予定の社債１億円を流動負債へ振替えたことなどによるものであります。 

（純資産）  

当第２四半期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１億69百万円減少し、12億66百万円

となりました。主な要因といたしましては、利益剰余金が１億65百万円、繰延ヘッジ損益が７百万円それぞれ

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、第１四半期会計期間末と

比べて１億12百万円減少し、４億36百万円となりました。  

（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、１億81百万円となりました。これは主に税引前四半期純損失２億20百万円に

資金の増加要因である減価償却費２億33百万円、売上債権の減少額３億14百万円と、資金の減少要因である仕

入債務の減少額１億31百万円、賞与引当金の減少額18百万円などを反映したものであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動の結果減少した資金は、13百万円となりました。 

これは主に、有形固定資産の売却による収入51百万円と有形固定資産の取得による支出33百万円、定期預金等

の純増額33百万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、２億80百万円となりました。 

これは主に、借入金の純減額２億９百万円、割賦債務の支払額66百万円などによるものであります。 

 なお、平成21年12月期第１四半期に係るキャッシュ・フローの状況に関する定性的情報については、平成21

年12月期第１四半期決算短信（平成21年５月14日開示）をご参照ください。  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報



 今後の経済情勢につきましては、一部持ち直しの兆候はあるものの、引き続き厳しい状況が続くと予想されま

す。また、建設業界におきましても、政府の経済対策による建設需要の一時的な増加は期待されるものの、長期

的には公共投資の縮減は続く見通しであり、厳しい経営環境は続いてゆくと予想されます。 

 このような状況を踏まえ、当社といたしましては、不況下でこそ効率的な手段であるレンタルを浸透させるた

め、より多くのユーザーに提案営業を展開し、市場拡大と顧客ニーズへの対応を図ることで、業績の回復に努め

てまいる所存であります。 

 なお、業績の見通しに関しましては、平成21年２月24日に公表いたしました平成21年12月期通期業績予想を修

正しており、通期の業績予想といたしましては、売上高51億円（前回発表予想60億円）、営業利益70百万円（前

回発表予想２億80百万円）、経常損失40百万円（前回発表予想１億80百万円の利益）、当期純損失40百万円（前

回発表予想90百万円の利益）を見込んでおります。 

  

簡便な会計処理 

（一般債権の貸倒見積高の算定方法） 

   当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業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、前事業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。 

（棚卸資産の評価方法） 

   当第２四半期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、前事業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。  

  

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」（企業会計基準委員会 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 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 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

当事業年度の第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」（企業会計基準第９号 平成

18年７月５日）を適用し、評価基準については原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方

法）に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて当第２四半期累計期間の売上総利益は4,566千円減少し、営

業損失、経常損失及び税引前四半期純損失はそれぞれ同額増加しております。    

③ 税金費用の計算方法の変更  

従来、税金費用については、四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりました

が、当第２四半期会計期間より、原則として年度の決算と同様の方法により計算し、繰延税金資産及び繰

延税金負債については、回収可能性等を検討した上で、四半期貸借対照表に計上する方法に変更しており

ます。  

この変更は、当第２四半期会計期間において、業績の不透明感が拡大したことから、見積実効税率を合

理的に算定することができず、四半期会計期間に生じた経済実態を税金費用の計算に反映させた方が投

資判断に有用な情報になると考え、四半期会計期間の課税所得に対応する税金費用をより正確に反映さ

せるために行ったものであります。 

なお、この変更による影響額につきましては、見積実効税率の合理的な算定が困難であり、従来の方法

によった場合の金額の算定が不可能であるため、記載を省略しております。 

 また、第１四半期会計期間において変更後の方法によった場合、四半期純損失に与える影響額は、軽微

であります。  

  

３．業績予想に関する定性的情報

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

（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



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６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 771,057 662,461

受取手形 245,931 398,204

売掛金 539,289 821,499

商品 8,905 16,258

貯蔵品 6,303 5,140

繰延税金資産 124,346 29,866

その他の流動資産 36,782 31,733

貸倒引当金 △15,500 △23,900

流動資産合計 1,717,115 1,941,264

固定資産   

有形固定資産   

賃貸用資産   

機械装置（純額） 2,739,552 2,759,615

その他の賃貸用資産（純額） 289,683 253,564

賃貸用資産合計 3,029,236 3,013,179

自社用資産   

建物（純額） 426,837 444,365

土地 1,733,086 1,733,086

その他の自社用資産（純額） 158,403 174,943

自社用資産合計 2,318,326 2,352,395

有形固定資産合計 5,347,562 5,365,574

無形固定資産 33,287 34,866

投資その他の資産   

繰延税金資産 32,390 35,498

その他の投資 300,331 284,330

貸倒引当金 △68,881 △60,857

投資その他の資産合計 263,839 258,971

固定資産合計 5,644,690 5,659,412

資産合計 7,361,806 7,600,676



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 316,740 472,829

買掛金 114,863 177,551

短期借入金 2,123,394 1,901,247

1年内償還予定の社債 100,000 －

未払金 244,204 244,531

未払法人税等 5,904 21,283

賞与引当金 8,081 8,860

その他の流動負債 122,708 203,526

流動負債合計 3,035,897 3,029,829

固定負債   

社債 400,000 500,000

長期借入金 1,858,339 2,015,845

長期未払金 655,811 470,776

役員退職慰労引当金 126,860 126,860

その他の固定負債 17,989 21,125

固定負債合計 3,059,000 3,134,607

負債合計 6,094,897 6,164,437

純資産の部   

株主資本   

資本金 720,890 720,867

資本剰余金 193,878 193,878

利益剰余金 359,440 525,409

自己株式 △2,855 △2,715

株主資本合計 1,271,353 1,437,439

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,562 △1,200

繰延ヘッジ損益 △7,007 －

評価・換算差額等合計 △4,444 △1,200

純資産合計 1,266,909 1,436,239

負債純資産合計 7,361,806 7,600,676



（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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,265,197

売上原価 1,741,479

売上総利益 523,718

販売費及び一般管理費 692,374

営業損失（△） △168,655

営業外収益  

受取利息 743

受取配当金 288

損害保険受取額 2,707

受取賃貸料 1,800

その他 2,069

営業外収益合計 7,608

営業外費用  

支払利息 61,414

事故復旧損失 2,038

その他 773

営業外費用合計 64,226

経常損失（△） △225,274

特別損失  

固定資産売却損 508

固定資産除却損 601

事業所閉鎖損 3,885

特別損失合計 4,995

税引前四半期純損失（△） △230,269

法人税、住民税及び事業税 △85,398

四半期純損失（△） △144,871



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 957,236

売上原価 817,748

売上総利益 139,488

販売費及び一般管理費 330,117

営業損失（△） △190,628

営業外収益  

受取利息 248

受取配当金 288

損害保険受取額 1,447

受取賃貸料 900

その他 1,108

営業外収益合計 3,992

営業外費用  

支払利息 31,508

事故復旧損失 830

その他 193

営業外費用合計 32,533

経常損失（△） △219,169

特別損失  

固定資産売却損 508

固定資産除却損 413

特別損失合計 922

税引前四半期純損失（△） △220,091

法人税、住民税及び事業税 △82,526

四半期純損失（△） △137,564



（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21年１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  

税引前四半期純損失（△） △230,269

減価償却費 456,683

長期前払費用償却額 86

貸倒引当金の増減額（△は減少） △376

賞与引当金の増減額（△は減少） △779

受取利息及び受取配当金 △1,031

支払利息 61,414

有形固定資産売却損益（△は益） 508

有形固定資産除却損 601

事業所閉鎖損 3,885

売上債権の増減額（△は増加） 434,482

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,190

仕入債務の増減額（△は減少） △218,776

未払消費税等の増減額（△は減少） △73,412

その他 △41,599

小計 397,608

利息及び配当金の受取額 944

利息の支払額 △63,779

法人税等の支払額 △13,057

営業活動によるキャッシュ・フロー 321,715

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 △165,459

有形固定資産の売却による収入 51,600

投資有価証券の取得による支出 △1,026

貸付けによる支出 △1,050

差入保証金の差入による支出 △515

差入保証金の回収による収入 2,307

定期預金等の預入による支出 △240,780

定期預金等の払戻による収入 91,174

投資活動によるキャッシュ・フロー △263,749

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） 242,000

長期借入れによる収入 550,000

長期借入金の返済による支出 △727,358

株式の発行による収入 22

自己株式の取得による支出 △139

配当金の支払額 △21,341

割賦債務の返済による支出 △132,157

財務活動によるキャッシュ・フロー △88,975

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △31,010

現金及び現金同等物の期首残高 467,647

現金及び現金同等物の四半期末残高 436,637



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「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20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        3,463,498  100.0

Ⅱ 売上原価        2,452,651  70.8

売上総利益        1,010,846  29.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費        856,146  24.7

営業利益        154,700  4.5

Ⅳ 営業外収益        20,133  0.6

Ⅴ 営業外費用        69,151  2.0

経常利益        105,681  3.1

Ⅵ 特別利益        50  0.0

Ⅶ 特別損失        13,378  0.4

税引前中間純利益        92,353  2.7

法人税、住民税及び事業
税 

 75,387            

法人税等調整額  △31,951  43,435  1.3

中間純利益        48,917  1.4

        



  

（２）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30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  92,353

減価償却費   497,576

減損損失   5,305

長期前払費用償却額   104

貸倒引当金の増加額   14,778

賞与引当金の減少額  △3,435

受取利息及び受取配当金   △1,166

支払利息  65,735

有形固定資産売却損益  626

有形固定資産除却損  2,432

投資有価証券評価損  4,965

売上債権の減少額   310,662

たな卸資産の減少額   2,379

仕入債務の減少額   △154,070

未払消費税等の増加額  41,785

その他  120,634

小計  1,000,666

利息及び配当金の受取額  1,003

利息の支払額  △68,261

法人税等の支払額  △52

営業活動によるキャッシュ・フロー  933,356

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

貸付けによる支出   △1,950

貸付金の回収による収入  1,392

有形固定資産の取得による支出  △248,470

有形固定資産の売却による収入  1,170

投資有価証券の取得による支出   △1,014

定期預金等の預入による支出   △209,874

定期預金等の満期等による収入  97,076

差入保証金の差入による支出  △3,676

差入保証金の回収による収入   787

投資活動によるキャッシュ・フロー  △364,558

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  92,400

長期借入れによる収入  620,000

長期借入金の返済による支出  △792,433

株式の発行による収入  6

自己株式の取得による支出  △440

配当金の支払額   △20,770

割賦債務の支払額   △108,828

財務活動によるキャッシュ・フロー  △210,066

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  358,731

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  371,355

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  730,086

    



該当事項はありません。  

  

６．その他の情報
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