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1.  平成21年12月期第3四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年9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3四半期 3,337 ― △318 ― △410 ― △457 ―
20年12月期第3四半期 4,857 1.6 112 △29.9 33 △58.4 0 ―

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3四半期 △64.86 ―
20年12月期第3四半期 0.01 0.01

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3四半期 7,261 947 13.0 134.34
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3四半期  947百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― ― ―
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 4,721 △27.2 △206 ― △316 ― △340 ― △48.20



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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第3四半期 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3四半期  20,093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3四半期 7,052,927株 20年12月期第3四半期 7,033,690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８月13日公表の業績予想の修正に関するお知らせを平成21年11月16日に別途公
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３四半期会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日）におけるわが国経済は、輸出や生産に持ち

直しの兆しが見られましたが、企業収益の大幅な減少に伴い、雇用環境が厳しさを増し、個人消費の低迷が続く

など、引き続き厳しい状況で推移いたしました。

当社の主たるユーザーである建設業界におきましても、政府の経済対策はあったものの、公共事業投資は依然

として縮減傾向で推移したことに加え、民間建設投資も、企業業績の悪化に伴い大幅に減少するなど、厳しい経

営環境が続きました。

このような環境の下、当社は、第２四半期累計期間までにおいて売上高が前年同期と比べて11億98百万円の減

収となった分を少しでも取り返すべく、当第３四半期会計期間において中古機械の販売会を実施するなどの売上

対策を実施しましたが、主業の賃貸収入の落ち込みは予想以上に厳しく、当第３四半期会計期間においても前年

同期と比べて３億21百万円の減収となり、結果として当第３四半期会計期間の売上高は10億72百万円となりまし

た。

利益面につきましては、売上の減少に伴い変動費が減少したことや労務・人件費等の削減で第２四半期累計期

間までに売上原価で前年同期と比べて７億11百万円、販管費及び一般管理費で１億63百万円、さらに、当第３四

半期会計期間においても売上原価で１億58百万円、販売費及び一般管理費で56百万円削減したものの、売上高の

減少をカバーするには至らず、結果として、当第３四半期会計期間の営業損益は１億49百万円の損失、経常損益

は１億85百万円の損失、四半期純損益については、繰延税金資産の取崩しによる税金費用の増加もあって３億12

百万円の損失となりました。

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）、平成21年12月期第２四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２四半期決算短信（平成21年８月13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３四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１億17百万円減少し、18億23百万

円となりました。主な要因といたしましては、現金及び預金が２億96百万円増加、受取手形が２億16百万円、

売掛金が２億34百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。

（固定資産）

当第３四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２億22百万円減少し、54億37百万

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１億49百万円、自社用資産が43百万円、繰延税金

資産が35百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。

（流動負債）

当第３四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32百万円減少し、29億97百万円と

なりました。主な要因といたしましては、支払手形が２億16百万円、買掛金が27百万円それぞれ減少、１年内

償還予定の社債が２億円増加したことなどによるものであります。

（固定負債）

当第３四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１億81百万円増加し、33億15百万

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１億74百万円増加したことなどによるものであり

ます。

（純資産）

当第３四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４億88百万円減少し、９億47百万円

となりました。主な要因といたしましては、利益剰余金が４億78百万円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３四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前四半期会計期間末と比べて

１億94百万円増加し、６億31百万円となりました。

（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、25百万円となりました。これは主に税引前四半期純損失１億86百万円に資金

の増加要因である減価償却費２億34百万円、売上債権の減少額17百万円、資金の減少要因である仕入債務の減

少額25百万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、11百万円となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出10百万円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）

財務活動の結果増加した資金は、１億80百万円となりました。

これは主に、社債の発行による収入１億94百万円、借入金の純増額50百万円、割賦債務の支払額65百万円など

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）、平成21年12月期第２四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２四半期決算短信（平成21年８月13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



今後の見通しにつきましては、政府の公共事業投資を見直す方針に変わりはなく、今後も公共事業投資の縮減

傾向は続くと見込まれ、民間建設投資も企業収益の悪化に伴い大幅に減少する状況は今後も続くものと思われま

す。

当社の第４四半期会計期間は、１年間の事業年度の中で最も売上が見込める期間に当たるため、受注の獲得に

向け全力を尽くしますが、通期の見通しといたしましては第３四半期累計期間までの損失額が若干改善する見通

しであります。

なお、具体的な数値につきましては、平成21年８月13日に公表いたしました業績予想の修正に関するお知らせ

の数値を見直しており、売上高47億21百万円（前回発表予想51億円）、営業損失２億６百万円（前回発表予想70

百万円の利益）、経常損失３億16百万円（前回発表予想40百万円の損失）、当期純損失３億40百万円（前回発表

予想40百万円の損失）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３四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３四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３四半期累計期間の売上総利益は4,731千円減少し、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。

当社は、平成21年12月期第３四半期累計期間において、売上高が、前年同期と比べて31.3％減少したこと

で、「売上高の著しい減少」の事象に該当しており、さらに、多額の営業損失、経常損失及び四半期純損失も

計上しており、「重要な営業損失、経常損失又は当期純損失の計上」の事象にも該当する状況となりました。

また、当第３四半期会計期間末から当事業年度末までの間に財政状態が大幅に改善することは見込めないた

め、銀行借入の依存度が大きい当社の状況では「新たな資金調達の困難性」の事象にも該当する状況となりま

した。

当社がこのような状況に至ったのは、ここ数年当社の収益を稼ぎ出していた中古機械の市場が昨年秋の金融

危機の影響を受け、一時的に価格が暴落したことで中古販売を抑制したこと、また、公共事業投資の縮減傾向

や企業業績の悪化で民間建設投資も減少するという急激な経営環境の悪化に対してリストラ等の経営の合理化

が後手に回ってしまったことが主因であると考えております。

当社は、このような状況を解消するため、平成21年11月16日付で公表いたしました「中期経営計画の策定に

ついて」にも記載しておりますが、公共投資事業の縮減傾向は避けられないとの判断の下、徹底した固定費の

削減を行います。具体的には新たな設備投資については、業績の回復傾向が鮮明になるまで抑制、希望退職者

の募集、報酬・給与の削減を行うことで労務・人件費を削減します。また、売上については、賃貸収入の伸び

は見込めないものの、中古機械の販売を行うことで収益の回復を目指します。

また、資金調達の困難性に関しては、今後、取引金融機関に対して支援要請をしてまいりますが、金融機関

との調整が不調に終わったとしても、現状、定期性預金の取崩し、受取手形の割引及び資産の流動化による資

金調達にて必要資金を確保できる見込であります。

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

（３）継続企業の前提に関する重要事象等



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年９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 959,233 662,461

受取手形 181,248 398,204

売掛金 586,580 821,499

商品 8,459 16,258

貯蔵品 5,208 5,140

繰延税金資産 30,300 29,866

その他の流動資産 67,840 31,733

貸倒引当金 △15,100 △23,900

流動資産合計 1,823,771 1,941,264

固定資産   

有形固定資産   

賃貸用資産   

機械装置（純額） 2,553,779 2,759,615

その他の賃貸用資産（純額） 310,217 253,564

賃貸用資産合計 2,863,997 3,013,179

自社用資産   

建物（純額） 456,763 444,365

土地 1,733,086 1,733,086

その他の自社用資産（純額） 118,882 174,943

自社用資産合計 2,308,732 2,352,395

有形固定資産合計 5,172,730 5,365,574

無形固定資産 32,264 34,866

投資その他の資産   

繰延税金資産 － 35,498

その他の投資 300,097 284,330

貸倒引当金 △67,847 △60,857

投資その他の資産合計 232,250 258,971

固定資産合計 5,437,245 5,659,412

資産合計 7,261,017 7,600,676



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年９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 256,656 472,829

買掛金 149,806 177,551

短期借入金 2,006,063 1,901,247

1年内償還予定の社債 200,000 －

未払金 263,450 244,531

未払法人税等 1,675 21,283

賞与引当金 23,115 8,860

その他の流動負債 97,025 203,526

流動負債合計 2,997,793 3,029,829

固定負債   

社債 500,000 500,000

長期借入金 2,026,434 2,015,845

長期未払金 645,371 470,776

繰延税金負債 587 －

役員退職慰労引当金 126,860 126,860

その他の固定負債 16,414 21,125

固定負債合計 3,315,669 3,134,607

負債合計 6,313,462 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 46,827 525,409

自己株式 △2,904 △2,715

株主資本合計 958,691 1,437,439

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △611 △1,200

繰延ヘッジ損益 △10,524 －

評価・換算差額等合計 △11,136 △1,200

純資産合計 947,555 1,436,239

負債純資産合計 7,261,017 7,600,676



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,337,654

売上原価 2,610,396

売上総利益 727,257

販売費及び一般管理費 1,045,294

営業損失（△） △318,036

営業外収益  

受取利息 1,041

受取配当金 360

損害保険受取額 3,953

受取賃貸料 2,700

その他 2,643

営業外収益合計 10,699

営業外費用  

支払利息 93,245

社債発行費 4,817

事故復旧損失 2,738

その他 2,237

営業外費用合計 103,037

経常損失（△） △410,374

特別損失  

固定資産売却損 508

固定資産除却損 1,454

減損損失 1,023

事業所閉鎖損 3,885

特別損失合計 6,871

税引前四半期純損失（△） △417,246

法人税、住民税及び事業税 40,237

四半期純損失（△） △457,484



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,072,456

売上原価 868,917

売上総利益 203,539

販売費及び一般管理費 352,920

営業損失（△） △149,381

営業外収益  

受取利息 298

受取配当金 72

損害保険受取額 1,246

受取賃貸料 900

その他 574

営業外収益合計 3,091

営業外費用  

支払利息 31,830

社債発行費 4,817

事故復旧損失 699

その他 1,463

営業外費用合計 38,811

経常損失（△） △185,100

特別損失  

固定資産除却損 853

減損損失 1,023

特別損失合計 1,876

税引前四半期純損失（△） △186,976

法人税、住民税及び事業税 125,636

四半期純損失（△） △312,612



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９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（△） △417,246

減価償却費 690,779

減損損失 1,023

長期前払費用償却額 129

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,810

賞与引当金の増減額（△は減少） 14,255

受取利息及び受取配当金 △1,402

支払利息 93,245

有形固定資産売却損益（△は益） 508

有形固定資産除却損 1,454

事業所閉鎖損 3,885

売上債権の増減額（△は増加） 451,874

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,730

仕入債務の増減額（△は減少） △243,918

未払消費税等の増減額（△は減少） △73,412

その他 △68,074

小計 459,021

利息及び配当金の受取額 1,505

利息の支払額 △92,665

法人税等の支払額 △20,765

営業活動によるキャッシュ・フロー 347,094

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 △175,675

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 △1,544

貸付けによる支出 △1,050

差入保証金の差入による支出 △1,062

差入保証金の回収による収入 5,191

定期預金等の預入による支出 △429,746

定期預金等の払戻による収入 277,540

出資金の払込による支出 △100

投資活動によるキャッシュ・フロー △274,846

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） 239,000

長期借入れによる収入 970,000

長期借入金の返済による支出 △1,093,595

社債の発行による収入 194,942

株式の発行による収入 22

自己株式の取得による支出 △188

配当金の支払額 △21,431

割賦債務の返済による支出 △197,430

財務活動によるキャッシュ・フロー 91,318

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 163,566

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 631,214



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等

（１）（要約）四半期損益計算書

前第３四半期累計期間（平成20年１月１日～９月30日）

科目

前年同四半期
（平成20年12月期

第３四半期）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 4,857,295

Ⅱ 売上原価 3,479,897

売上総利益 1,377,398

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,265,103

営業利益 112,294

Ⅳ 営業外収益 24,918

受取利息 1,728

その他営業外収益 23,190

Ⅴ 営業外費用 103,762

支払利息 98,444

その他営業外費用 5,317

経常利益 33,451

Ⅵ 特別利益 50

固定資産売却益 50

Ⅶ 特別損失 20,958

固定資産売却損 676

固定資産除却損 4,609

減損損失 5,305

投資有価証券評価損 10,368

税引前四半期純利益 12,542

税金費用 12,470

四半期純利益 72



前第３四半期累計期間（平成20年１月１日～９月30日）

該当事項はありません。

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年12月期
第３四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 12,542

減価償却費 744,899

減損損失 5,305

長期前払費用償却費 147

貸倒引当金の増加額 27,454

賞与引当金の増加額 26,565

受取利息及び受取配当金 △2,011

支払利息及び社債利息 98,444

有形固定資産売却損益 626

有形固定資産除却損 4,609

投資有価証券評価損 10,368

売上債権の減少額 312,213

たな卸資産の減少額 3,424

仕入債務の減少額 △224,098

未払消費税等の増加額 53,187

その他資産・負債の増減額 12,320

小計 1,085,998

利息及び配当金の受取額 1,848

利息の支払額 △98,639

法人税等の支払額 △3,559

営業活動によるキャッシュ・フロー 985,648

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出 △2,407

貸付金の回収による収入 948

有形固定資産の取得による支出 △322,303

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 △1,544

定期預金等の預入による支出 △288,140

定期預金等の満期等による収入 183,243

差入保証金の差入による収入 △3,821

差入保証金の回収による収入 1,342

投資活動によるキャッシュ・フロー △431,513

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 29,400

長期借入れによる収入 820,000

長期借入金の返済による支出 △1,164,323

自己株式取得による支出 △624

株式の発行による収入 6

配当金の支払額 △20,973

割賦債務の支払額 △163,907

財務活動によるキャッシュ・フロー △500,423

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 53,711

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四半期末残高 425,066

６．その他の情報
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