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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年3月21日～平成21年12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3四半期 21,814 ― 512 ― 517 ― 214 ―
21年3月期第3四半期 24,644 △10.3 1,078 △27.0 1,058 △35.7 565 △32.3

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3四半期 11.90 ―
21年3月期第3四半期 30.12 ―

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3四半期 25,340 11,963 47.2 672.77
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3四半期  11,963百万円 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
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

21年3月期 ― 9.50 ― 3.50 13.00
22年3月期 ― 6.00 ―
22年3月期 

（予想）
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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 28,780 △8.1 650 △43.1 750 △29.8 440 947.6 24.53



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3四半期 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3四半期  1,726,966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3四半期 17,982,360株 21年3月期第3四半期 18,782,361株



  

当第３四半期連結累計期間（以下、当第３四半期という。）のわが国経済は、生産や輸出の持ち直しに

より全般的には回復局面にあると推察されるものの、企業収益はデフレの影響もあり低水準で推移してお

り、設備の過剰感は払拭されておりません。また雇用、所得環境も依然として厳しく、先行き不透明な状

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伴い新たに設置が義務付けられた安

全関連機材の開発や販売に注力したものの、アルミ商材ほか既存製品も含めて低調な推移となりました。

経営環境全般としては、住宅不動産市況が盛り上がりに欠けるなかで主要販売先であるレンタル業者の購

買意欲回復にはなお時間を要する状況にあります。また、レンタル関連事業においても建設投資や新設住

宅着工戸数の低迷により仮設機材の稼働率が低下したこと等により、当第３四半期の売上高は前年同期比

11.5％減の218億14百万円となりました。 

利益面では、円高により海外からのＯＥＭ製品の輸入コストが低下したものの、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５億12百万円（前年同期比

52.4％減）、経常利益は５億17百万円（前年同期比51.1％減）、四半期純利益は２億14百万円（前年同期

比62.2％減）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稼働率が低下したことから機材の購買意欲は低調で、売

上高は前年同期比16.3％減の42億64百万円となりました。 

損益面では、売上高の減少に伴い売上総利益が減少した結果、営業利益は前年同期比73.2％減の１億

62百万円となりました。 

レンタル関連事業 

当事業の売上高は、前年同期比9.1％減の97億32百万円となりました。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、建設投資並びに新設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46.2％減の

２億82百万円となりました。 

住宅機器関連事業 

当事業の売上高は、前年同期比8.9％減の62億４百万円となりました。アルミ関連製品については従

来から堅調に伸びていた金物・工具ルートへの販売が、企業の設備投資に対する慎重姿勢から需要が減

少しました。またフィットネス商品は、ネット通販等に販路を拡大したものの個人消費に回復の兆しが

見えないことから販売が伸び悩みました。 

損益面では、為替相場が円高に推移したことから海外からのＯＥＭ製品の輸入コストが低下したこと

や物流面でのコストダウン施策を実施した結果、当事業の営業利益は前年同期比３億11百万円改善し２

億38百万円となりました。 

電子機器関連事業 

当事業の売上高は、前年同期比20.5％減の16億12百万円となりました。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１億90百万円減少し１億70百万円の損失と

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３四半期連結会計期間末（以下、当第３四半期末という。）の総資産は253億40百万円となり、前

連結会計年度末（以下、前期末という。）に比べ３億58百万円減少しました。総資産の内訳は、流動資産

が157億52百万円（前期末比69百万円減）、固定資産が95億88百万円（前期末比２億89百万円減）であり

ます。固定資産の主な減少要因は有形固定資産の減少であります。 

負債の部では、流動負債が84億37百万円（前期末比４億49百万円減）となりました。また、固定負債は

49億39百万円（前期末比２億25百万円増）となりました。流動負債の主な減少要因は短期借入金の減少で

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、119億63百万円（前期末比１億34百万円減）となりました。純資産の主な減少要因は、

自己株式の取得を１億20百万円実施したことによります。 

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11億35百万円増の22億56百万

円となりました。これは在庫削減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11億67百万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比べ当期の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４億31百万円減少し11億43百万円になりました。 

財務活動においては、短期借入金の純増減額が前年同期比10億70百万円減少したため資金の支出は前年

同期比11億79百万円増加し６億45百万円となりました。 

以上の結果、現金及び現金同等物は４億53百万円増加し、当期末残高は26億31百万円となりました。 

  

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。 

  

  

  
平成21年10月20日に「業績予想の修正に関するお知らせ」において公表いたしました業績予想からは変

更ありません。 

  

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３四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３四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、第２四半期連結会計

期間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、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３四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益、

経常利益及び税金等調整前四半期純利益が14,283千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 「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 

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、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、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当第３四半期連結累計期間の売上総利益は10,042千円、営業

利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が10,229千円、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３四半期連結会計期間末
(平成21年12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 2,640,550 2,185,698

受取手形及び売掛金 8,167,402 7,796,990

商品及び製品 3,361,039 4,087,338

仕掛品 352,457 299,706

原材料 768,619 771,354

その他 537,232 752,917

貸倒引当金 △74,676 △72,374

流動資産合計 15,752,625 15,821,632

固定資産   

有形固定資産   

レンタル資産 15,850,278 15,382,714

減価償却累計額 △13,353,917 △12,888,734

レンタル資産（純額） 2,496,360 2,493,980

建物及び構築物 4,644,508 4,644,445

減価償却累計額 △3,047,642 △2,921,549

建物及び構築物（純額） 1,596,865 1,722,896

土地 2,087,373 2,087,373

その他 2,910,804 2,791,723

減価償却累計額 △2,441,740 △2,286,920

減損損失累計額 △59,536 △59,536

その他（純額） 409,527 445,266

有形固定資産合計 6,590,126 6,749,517

無形固定資産 76,509 129,422

投資その他の資産   

投資有価証券 1,349,649 1,286,126

長期貸付金 59,312 70,860

繰延税金資産 199,471 272,062

その他 1,479,567 1,582,997

貸倒引当金 △166,481 △212,841

投資その他の資産合計 2,921,519 2,999,206

固定資産合計 9,588,155 9,878,146

資産合計 25,340,780 25,699,778
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12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 4,467,434 4,261,027

短期借入金 2,803,442 3,383,592

未払法人税等 79,815 150,697

賞与引当金 189,260 400,883

その他 898,009 691,612

流動負債合計 8,437,962 8,887,812

固定負債   

長期借入金 4,112,668 3,886,099

退職給付引当金 76,248 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 264,750 256,967

固定負債合計 4,939,299 4,713,537

負債合計 13,377,262 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 3,630,639 3,586,906

自己株式 △562,456 △442,456

株主資本合計 11,946,499 12,022,767

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 28,420 64,445

繰延ヘッジ損益 △27,346 △7,169

為替換算調整勘定 15,944 18,385

評価・換算差額等合計 17,018 75,661

純資産合計 11,963,518 12,098,428

負債純資産合計 25,340,780 25,699,778
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年12月20日) 

売上高 21,814,096

売上原価 15,563,036

売上総利益 6,251,060

販売費及び一般管理費 5,738,262

営業利益 512,797

営業外収益  

受取利息 8,440

受取地代家賃 44,243

作業屑等売却益 16,246

仕入割引 50,302

持分法による投資利益 126,493

その他 58,075

営業外収益合計 303,802

営業外費用  

支払利息 131,906

為替差損 117,652

貸倒引当金繰入額 2,600

その他 47,009

営業外費用合計 299,168

経常利益 517,432

特別利益  

有形固定資産売却益 93

特別利益合計 93

特別損失  

有形固定資産除売却損 9,176

投資有価証券評価損 10,440

特別損失合計 19,616

税金等調整前四半期純利益 497,909

法人税、住民税及び事業税 126,229

法人税等調整額 157,615

法人税等合計 283,844

四半期純利益 214,064
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年９月21日 
 至 平成21年12月20日) 

売上高 7,691,369

売上原価 5,409,054

売上総利益 2,282,315

販売費及び一般管理費 1,893,416

営業利益 388,898

営業外収益  

受取利息 2,755

受取地代家賃 14,476

作業屑等売却益 4,261

仕入割引 18,662

持分法による投資利益 53,583

その他 13,419

営業外収益合計 107,158

営業外費用  

支払利息 70,472

為替差損 47,765

貸倒引当金繰入額 2,600

その他 27,493

営業外費用合計 148,331

経常利益 347,726

特別利益  

有形固定資産売却益 56

特別利益合計 56

特別損失  

有形固定資産除売却損 3,912

投資有価証券評価損 9,177

特別損失合計 13,089

税金等調整前四半期純利益 334,693

法人税、住民税及び事業税 62,519

法人税等調整額 139,512

法人税等合計 202,031

四半期純利益 132,661
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年12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 497,909

減価償却費 1,255,022

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,658

賞与引当金の増減額（△は減少） △211,622

退職給付引当金の増減額（△は減少） 72,677

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △15,917

受取利息及び受取配当金 △22,180

支払利息 131,906

為替差損益（△は益） 12,244

持分法による投資損益（△は益） △126,493

有形固定資産除売却損益（△は益） 9,061

投資有価証券評価損益（△は益） 10,440

売上債権の増減額（△は増加） △370,388

更生債権等の増減額（△は増加） 4,712

たな卸資産の増減額（△は増加） 675,799

仕入債務の増減額（△は減少） 357,560

未払消費税等の増減額（△は減少） 36,545

その他 220,027

小計 2,545,963

利息及び配当金の受取額 35,764

利息の支払額 △131,906

法人税等の支払額 △193,796

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,256,026

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 △922

有形固定資産の取得による支出 △1,167,109

有形固定資産の売却による収入 360

投資有価証券の取得による支出 △3,726

貸付けによる支出 △35,480

貸付金の回収による収入 47,028

敷金及び保証金の差入による支出 △9,099

敷金・保証金の返還による収入 25,242

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,143,706

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） △620,000

長期借入れによる収入 2,600,000

長期借入金の返済による支出 △2,333,694

自己株式の取得による支出 △120,000

配当金の支払額 △171,900

財務活動によるキャッシュ・フロー △645,594

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,795

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 453,929

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 2,631,396
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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３四半期連結会計期間(自 平成21年９月21日 至 平成21年12月20日) 

 
(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、脚立等、アルミ型材・樹脂モール材、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 「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）を第１四半期

連結会計期間から適用し、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。 

４ 「（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、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。 

  

(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 1,350,939 3,457,415 2,311,260 571,753 7,691,369 ― 7,691,369

  (2) セグメント間の 
    内部売上高又は振替高

406,389 ― 11,320 36,437 454,146   (454,146) ―

計 1,757,328 3,457,415 2,322,581 608,190 8,145,515   (454,146) 7,691,369

 営業利益又は営業損失(△) 78,113 178,005 198,189 △65,409 388,898 ― 388,898
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当第３四半期連結累計期間(自 平成21年３月21日 至 平成21年12月20日) 

 
(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、脚立等、アルミ型材・樹脂モール材、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 「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）を第１四半期

連結累計期間から適用し、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、当第３四半期連結累計期間の「住宅機器関連事業」にお

いては営業利益が21千円減少しております。また、「電子機器関連事業」においては営業損失が14,261

千円増加しております。 

４ 「（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、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、当第３四半期連結累計期間の営業費用は「建設

機材関連事業」が2,058千円、「レンタル関連事業」が5,904千円、「住宅機器関連事業」が2,266

千円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

  

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。 

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 4,264,430 9,732,887 6,204,067 1,612,711 21,814,096 ― 21,814,096

  (2) セグメント間の 
    内部売上高又は振替高

935,053 70 34,119 115,577 1,084,820   (1,084,820) ―

計 5,199,484 9,732,957 6,238,186 1,728,288 22,898,916   (1,084,820) 21,814,096

 営業利益又は営業損失(△) 162,311 282,569 238,248 △170,331 512,797 ― 512,797

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自 平成21年９月21日 至 平成21年12月20日)及び当第３四半期連結累計

期間(自 平成21年３月21日 至 平成21年12月20日)

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間(自 平成21年９月21日 至 平成21年12月20日)及び当第３四半期連結累計

期間(自 平成21年３月21日 至 平成21年12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３四半期)科  目 

金  額（千円） 

Ⅰ 売上高 24,644,259

 １ 商品及び製品売上高 13,937,409

 ２ レンタル収入 10,706,849

Ⅱ 売上原価 17,559,986

 １ 商品及び製品売上原価 10,010,511

 ２ レンタル原価 7,549,474

売上総利益 7,084,273

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,006,024

営業利益 1,078,249

Ⅳ 営業外収益 293,614

 １ 受取利息 17,989

 ２ 受取地代・家賃 48,984

 ３ 作業屑等売却益 60,821

 ４ 仕入割引 63,891

 ５ 営業譲渡益 39,800

 ６ その他 62,128

Ⅴ 営業外費用 312,905

 １ 支払利息 99,974

 ２ 支払地代・家賃 18,345

 ３ 為替差損 166,858

 ４ その他 27,727

経常利益 1,058,958

Ⅵ 特別利益 62,896

１ 固定資産売却益 171

２ 貸倒引当金戻入益 21,350

３ 固定資産譲受益 41,374

Ⅶ 特別損失 100,685

 １ 固定資産除売却損 55,467

 ２ 投資有価証券売却損 4,796

 ３ 投資有価証券評価損 25,796

 ４ 債券償還損 14,624

税金等調整前四半期(当期)純利益 1,021,169

法人税、住民税及び事業税 315,595

法人税等調整額 139,917

四半期（当期）純利益 565,656
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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 

１ 税金等調整前四半期(当期)純利益 1,021,169

 ２ 減価償却費 1,301,077

 ３ 貸倒引当金の増加額 26,368

 ４ 賞与引当金の減少額 △ 219,713

 ５ 役員退職慰労引当金の増加額 6,832

 ６ 退職給付引当金の減少額 △ 36,240

 ７ 受取利息及び受取配当金 △ 24,073

 ８ 支払利息 99,974

 ９ 売上債権の増減額 562,094

 10 更生債権等の減少額 1,961

 11 たな卸資産の増加額 △ 412,087

 12 仕入債務の増減額 △ 644,588

 13 未払消費税等の増減額 △ 117,505

 14 その他 214,154

   小    計 1,779,423

 15 利息及び配当金の受取額 35,634

 16 利息の支払額 △ 99,974

 17 法人税等の支払額 △ 594,123

   営業活動によるキャッシュ・フロー 1,120,959

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 △ 918

 ２ 有形固定資産の取得による支出 △ 1,306,585

 ３ 有形固定資産の売却による収入 1,532

 ４ 無形固定資産の取得による支出 △ 11,536

 ５ 投資有価証券の取得による支出 △ 330,456

 ６ 投資有価証券の売却等による収入 564

 ７ 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 27,184

 ８ 貸付けによる支出 △ 29,550

 ９ 貸付金の回収による収入 50,498

 10 敷金・保証金の差入による支出 △ 107,183

 11 敷金・保証金の返還による収入 131,199

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,575,252

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 １ 短期借入金の純増減額 450,000

 ２ 長期借入れによる収入 2,500,000

 ３ 長期借入金の返済による支出 △ 1,800,578

 ４ 自己株式の取得による支出 △ 299,002

 ５ 配当金の支払額 △ 316,378

   財務活動によるキャッシュ・フロー 534,040

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 7,400

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  72,348

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 2,410,490
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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３四半期) 

 
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  5,095,711 10,706,849 6,812,581 2,029,116 24,644,259 ― 24,644,259

 (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 1,018,418 254 193,539 72,228 1,284,439 （1,284,439) ―

計 6,114,129 10,707,103 7,006,120 2,101,344 25,928,699 （1,284,439) 24,644,259

  営  業  費  用  5,508,853 10,181,823 7,078,942 2,080,830 24,850,449 （1,284,439) 23,566,010

  営業利益又は営業損失(△) 605,276 525,280 △ 72,821 20,514 1,078,249 ― 1,078,249

(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、脚立等、アルミ型材・樹脂モール材、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 当四半期から法人税法の改正に伴い、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、取得価
額の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に比べ、当四半期における営業費用は「建設機材関連
事業」が 3,175 千円、「レンタル関連事業」が 56,403 千円、「住宅機器関連事業」が 3,430 千円、「電子機器
関連事業」が 714 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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