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1.  平成22年9月期第1四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成21年12月31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9月期第1四半期 18,009 △7.9 632 △41.3 711 △22.4 393 △3.2

21年9月期第1四半期 19,554 ― 1,077 ― 916 ― 406 ―

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9月期第1四半期 14.73 ―

21年9月期第1四半期 15.21 ―

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9月期第1四半期 88,275 45,790 50.4 1,663.66
21年9月期 85,754 46,045 52.1 1,671.72

（参考） 自己資本   22年9月期第1四半期  44,471百万円 21年9月期  44,687百万円

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9月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00

22年9月期 ―

22年9月期 
（予想）

0.00 ― 20.00 20.00

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30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

37,512 △0.8 2,268 △5.6 2,215 △4.4 1,372 120.5 51.33

通期 71,310 5.5 2,502 959.3 2,240 ― 1,390 ― 52.03

1



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 

 業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき予測したものであり、リスクや不確定要素が含まれております。従いまして、当社グループを取
り巻く経済情勢、市場動向、競合状況等により実際の業績が記載の金額と大幅に異なる可能性がありますのでご承知おき下さい。業績予想の前提となる
仮定及び業績予想のご利用に当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下さ
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9月期第1四半期 27,089,764株 21年9月期  27,089,764株

② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期  358,302株 21年9月期  358,272株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第1四半期 26,731,473株 21年9月期第1四半期 26,733,499株
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当第１四半期（平成21年10月１日から平成21年12月31日）におけるわが国の経済は、経済対策の効果や新興国経

済の好調による生産や輸出の増加により、一部地域で景気は持ち直しつつあるものの、デフレの進行や円高等不安

材料もあり、景気の先行きは依然として不透明でありました。 

建設業界につきましても、政権交代による公共事業の大幅削減や民間設備投資の減少等、業界を取り巻く経営環

境が厳しくなる中、建設各社がより一層の建設コスト削減を進める他、ゼネコンが従来の新築受注に代わる収益源

としてビル外装補修や耐震補強等の総合改修工事の需要開拓に乗り出す等、市場縮小下における新たな動きも見え

てまいりました。 

このような状況下、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）は、これら市場の変化に対応するた

め価格競争への対応策としてハードのみのレンタルから、設置・施工も含めたレンタルの提供、ＩＴ技術の活用に

より建設現場の生産性・安全性向上等で付加価値・差別化に努めてまいりました。また、小型工事や利便性を求め

るユーザーニーズに対応するため軽装備店を増やし、ネットワークの拡充を進めてまいりました。この他、アジア

でのシェアアップ策として、日系ゼネコンの海外工事において効率性を提供できる商品・サービス体制を整えてま

いりました。    

その結果、当社グループの当第１四半期における業績は、昨年来の市場変化の影響を受けたものの、連結売上高

は当初予想の範囲内で推移し、 百万円（前年同四半期比92.1％）となりました。また、利益につきまして

は、営業利益 百万円（同58.7％）、経常利益 百万円（同77.6％）、四半期純利益 百万円（同96.8％）とな

りました。 

  

事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。なお、当第１四半期連結会計期間から事業の種類別セ

グメントを変更したため、前年同四半期比較にあたっては前第１四半期連結会計期間分を変更後の区分に組み替え

て行っております。 

  

［レンタル関連事業］ 

レンタル関連事業では、民間企業の設備の過剰感や公共投資の削減から建築・道路土木の工事量が減少、また

イベントや展示会等でも企業の販促費削減や自治体の予算減少により中止や縮小が相次ぎ、企業間の価格競争が

激化、厳しい状況が続きました。 

建築・設備関連商品につきましては、民間設備投資の大幅な縮小や住宅需要の低迷が進む中、建設各社の更な

る低コスト化、新規需要開拓の動きを受け、価格競争への対応とリフォーム・リニューアル工事等の小型工事取

込みを強化してまいりました。昨今建築現場では建築工法の進化や機械性能の向上、安全対策の強化が進み、ユ

ーザーのニーズは機械のレンタルだけでなく設置・施工も含めたレンタルへと変化してまいりました。当社グル

ープではこれらのニーズに応えるため、グループ会社との協力により「施工付」レンタルを強化し、建築機械施

工専門会社のニシオワークサポート㈱が売上を伸ばしました。また、ＩＴ技術を活用して建築設備工事向けに開

発したシステム商品「現場機材管理システム」は駅前再開発工事や大学新設工事での実績を挙げ、更なる改良を

加え導入現場の拡大を進めてまいりました。 

この他、小型工事への対応を強化し、プラントや発電所メンテナンス向の営業やリフォーム工事用新商品を強

化し、ビル外装補修や耐震補強等の総合改修工事の需要開拓を視野に入れた商品展開を進めてまいりました。 

道路・土木関連商品につきましても、公共工事の減少により企業間での競争が激化する中、道路舗装の強みを

活かして「施工付」レンタルをアスファルトフィニッシャーにも展開した他、かねてより取り組んでまいりまし

た情報化施工が大型現場だけでなく中小現場にも定着してきたことから同業他社との価格競争に対して建設現場

の生産性・安全性向上の面から差別化を図ってまいりました。また、グループ会社であるニシオティーアンドエ

ム㈱では、アルジェリアの高速道路工事現場を中心に売上を確保する等、海外への展開も積極的に進めてまいり

ました。 

この他、地域戦略として、より利便性を求めるユーザーニーズに対応するため、軽装備店を増やし、ネットワ

ークの拡充を進めてまいりました。さらに工事車両向けカーシェアリング「モビシステム」は着実に拠点数を増

やし、利用者の確保に努めてまいりました。 

イベント関連商品につきましては、ＬＥＤを組み込んだシステムパネル「Ｔ－ＷＡＶＥ」を主力にコスト面や

環境面で差別化商品として提案、技術展やメーカーの販促イベント等での売上を伸ばす他、屋外用テント「アル

ホールテント」ではパーティー会場や式典等で受注を確保いたしました。また、スリープユーザーへの訪問強化

やホームページを活用した新規ユーザーの獲得、来店ユーザーの利便性アップ等により小口案件を着実に獲得し

た他、専門性と総合力を活かした営業で展示会一括受注を目指し、売上の拡大を図りました。 

このような施策により、レンタル関連事業での売上高は17,581百万円（前年同四半期比91.1％）、営業利益は

638百万円（同61.8％）となりました。  

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

18,009

632 711 393
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［その他の事業］ 

その他の事業では、製造業において在庫調整の一巡により一部回復の傾向が見られるものの、円高の影響から

輸出が低迷する等、引き続き厳しい状況となりました。 

その他の事業での売上高は428百万円（前年同四半期比171.3％）、営業損失は6百万円（前年同四半期は44百万

円の営業利益）となりました。 

  

（1）資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期末の総資産は、 百万円と対前連結会計年度末比で ％、 百万円の増加となりまし

た。主な増加は売上債権の増加 百万円であります。 

負債合計は、 百万円と、対前連結会計年度末比で ％、 百万円の増加となりました。主な増加

は仕入債務の増加 百万円並びに設備投資による債務の増加 百万円であります。 

純資産合計は、 百万円と、対前連結会計年度末比で ％、 百万円の減少となりました。 

  

（2）キャッシュ・フローの状況 

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは 百万円（前年同四半期比169百万円の増加）となりまし

た。これは主に、税金等調整前四半期純利益 百万円、減価償却費 百万円、貸与資産の取得による支出

百万円、売上債権の増加 百万円及び仕入債務の増加 百万円によるものであります。 

投資活動に使用されたキャッシュ・フローは 百万円（前年同四半期は 百万円の支出）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 百万円、営業譲受による支出 百万円によるものであります。 

財務活動に使用されたキャッシュ・フローは 百万円（前年同四半期は 百万円の支出）となりました。こ

れは主に、リース債務の支払額 百万円及び配当金の支払額 百万円によるものであります。  

  

平成21年11月13日に公表しました業績予想からの変更はありません。    

  

該当事項はありません。   

  

該当事項はありません。  

  

  完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

        請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関

する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期

連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が

認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については

工事完成基準を適用しております。 

    この変更による売上高、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益及びセグメント情報に与える影響

は軽微であります。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

88,275 102.9 2,520

2,467

42,484 107.0 2,775

1,301 861

45,790 99.4 254

1,028

697 2,217

1,134 2,487 1,304

700 373

263 378

687 614

149 534

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

（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12月31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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,008,323 13,362,253

受取手形及び売掛金 21,384,428 18,917,344

商品及び製品 295,736 303,514

仕掛品 74,983 90,800

原材料及び貯蔵品 470,795 446,948

その他 2,074,977 2,793,569

貸倒引当金 △397,941 △334,870

流動資産合計 36,911,303 35,579,560

固定資産   

有形固定資産   

貸与資産（純額） 19,383,949 18,709,982

土地 16,659,179 16,659,179

その他（純額） 7,487,997 7,314,657

有形固定資産合計 43,531,126 42,683,819

無形固定資産   

のれん 187,776 －

その他 203,459 163,916

無形固定資産合計 391,236 163,916

投資その他の資産   

その他 8,229,160 8,163,008

貸倒引当金 △787,515 △835,951

投資その他の資産合計 7,441,645 7,327,057

固定資産合計 51,364,008 50,174,793

資産合計 88,275,311 85,754,353

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,683,001 9,381,605

短期借入金 4,136,130 4,123,642

1年内返済予定の長期借入金 235,086 231,933

1年内償還予定の社債 560,000 560,000

リース債務 677,215 569,725

未払法人税等 86,417 150,782

賞与引当金 641,884 981,285

役員賞与引当金 7,000 8,639

その他 6,466,002 5,081,762

流動負債合計 23,492,737 21,089,375

固定負債   

社債 1,900,000 1,900,000

長期借入金 13,532,114 13,543,567

リース債務 2,996,609 2,620,917

退職給付引当金 179,200 183,642

役員退職慰労引当金 106,450 101,165

その他 277,619 270,420

固定負債合計 18,991,993 18,619,712

負債合計 42,484,730 39,709,088
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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12月31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９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,045,761 6,045,761

資本剰余金 7,355,750 7,355,750

利益剰余金 31,856,513 31,997,389

自己株式 △672,849 △672,829

株主資本合計 44,585,176 44,726,072

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19,666 35,153

為替換算調整勘定 △132,860 △73,653

評価・換算差額等合計 △113,194 △38,499

少数株主持分 1,318,599 1,357,693

純資産合計 45,790,581 46,045,265

負債純資産合計 88,275,311 85,754,353
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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10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 19,554,829 18,009,905

売上原価 12,053,950 10,841,072

売上総利益 7,500,878 7,168,832

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 58,208 98,151

給料及び賞与 2,186,520 2,294,341

賞与引当金繰入額 589,807 606,106

役員賞与引当金繰入額 2,486 7,000

退職給付費用 66,629 58,151

役員退職慰労引当金繰入額 4,386 5,284

その他 3,515,135 3,467,370

販売費及び一般管理費合計 6,423,175 6,536,405

営業利益 1,077,703 632,426

営業外収益   

受取利息 7,602 7,010

受取配当金 2,237 2,085

持分法による投資利益 21,414 59,826

その他 89,194 129,429

営業外収益合計 120,448 198,352

営業外費用   

支払利息 80,585 98,958

為替差損 165,573 －

その他 35,685 20,389

営業外費用合計 281,844 119,348

経常利益 916,308 711,430

特別利益   

貸倒引当金戻入額 14,651 －

固定資産売却益 1,274 11,665

受取保険金 100,000 －

収用補償金 10,881 －

特別利益合計 126,807 11,665

特別損失   

固定資産除売却損 59,598 26,038

投資有価証券評価損 1,727 －

たな卸資産評価損 51,436 －

特別損失合計 112,762 26,038

税金等調整前四半期純利益 930,353 697,057

法人税、住民税及び事業税 388,363 61,213

法人税等調整額 143,026 251,787

法人税等合計 531,389 313,000

少数株主損失（△） △7,752 △9,697

四半期純利益 406,716 393,753
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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10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31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 930,353 697,057

減価償却費 2,424,210 2,217,191

のれん償却額 － 11,045

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,061 16,489

賞与引当金の増減額（△は減少） △517,556 △337,846

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △29,422 △1,639

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,237 △4,441

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △152,384 5,284

受取利息及び受取配当金 △9,839 △9,096

支払利息 80,585 98,958

持分法による投資損益（△は益） △21,414 △59,826

投資有価証券評価損益（△は益） 1,227 －

関係会社株式評価損 500 －

固定資産除売却損益（△は益） 58,324 14,373

賃貸資産の売却による原価振替高 73,866 81,230

賃貸資産の取得による支出 △1,740,114 △1,134,875

売上債権の増減額（△は増加） △1,671,613 △2,487,171

たな卸資産の増減額（△は増加） △33,750 △5,015

仕入債務の増減額（△は減少） 1,213,403 1,304,058

その他 497,329 713,423

小計 1,114,004 1,119,199

利息及び配当金の受取額 34,849 7,737

利息の支払額 △43,394 △63,029

法人税等の支払額 △247,079 △35,554

営業活動によるキャッシュ・フロー 858,380 1,028,354

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 － △1,800

短期貸付金の増減額（△は増加） 3,797 259

有形固定資産の取得による支出 △344,904 △263,949

有形固定資産の売却による収入 3,356 14,092

無形固定資産の取得による支出 △10,645 △46,911

営業譲受による支出 － △378,910

投資有価証券の取得による支出 △178 △327

関係会社株式の取得による支出 △500 －

長期貸付けによる支出 △25,000 △25,000

長期貸付金の回収による収入 15,162 23,168

敷金及び保証金の差入による支出 △55,241 △67,353

敷金及び保証金の回収による収入 40,366 46,727

その他 △60 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △373,846 △700,004
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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10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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） 100,000 12,487

長期借入れによる収入 2,900,000 －

長期借入金の返済による支出 △2,824,800 △8,300

社債の償還による支出 △200,000 －

リース債務の返済による支出 △13,530 △149,633

割賦債務の返済による支出 － △742

自己株式の取得による支出 △2,373 △20

配当金の支払額 △534,707 △534,629

少数株主への配当金の支払額 △39,236 △6,830

財務活動によるキャッシュ・フロー △614,647 △687,668

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,036 3,589

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △139,150 △355,729

現金及び現金同等物の期首残高 12,120,671 13,361,653

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 177,556 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,159,077 13,005,923
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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10月１日 至 平成20年12月31日） 

 （注）１．事業区分は、販売市場の類似性を考慮した内部管理上採用している区分によっております。 

２．事業別の内容及び主要品目は、次のとおりであります。 

３．会計処理の方法の変更 

（リース取引に関する会計基準の適用）  

 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ております。 

 この変更に伴い、「都市型建機市場」の営業利益が 千円減少、「郊外型建機市場」の営業利益が

千円増加、「イベント・産業界他」の営業利益が 千円減少しております。 

４．追加情報 

（重要な減価償却資産の減価償却の方法） 

 当社及び国内連結子会社の機械及び装置（貸与資産として計上しているものも含む。）については、平成

20年度法人税法の改正による法定耐用年数の変更を契機に当第１四半期連結会計期間より耐用年数を変更し

ております。 

 この変更に伴い、「都市型建機市場」の営業利益が 千円、「郊外型建機市場」の営業利益が

千円、「イベント・産業界他」の営業利益が 千円それぞれ増加しております。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

a．事業の種類別セグメント情報

  
都市型建機
市場 
（千円） 

郊外型建機
市場 
（千円） 

イベント・
産業界他 
（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  12,134,615  5,022,606  2,397,607  19,554,829  －  19,554,829

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 308,933  76,351  124,214  509,499 (509,499)  －

計  12,443,549  5,098,958  2,521,822  20,064,329 (509,499)  19,554,829

営業利益   842,956  484,891  87,046  1,414,893 (337,190)  1,077,703

事業区分 内容及び主要品目 

都市型建機市場 

都市型工事（主に首都圏・中部圏・関西圏）向けの建設・設備工事

用機器（タワークレーン、室内系高所作業機、ミニバックホー、商

用車、小型揚重・運搬機器、照明機器）、軌道工事用機器、土壌改

質設備、泥濁水処理設備、建設工事用機械オペレーション 

郊外型建機市場 

郊外型工事向けの建設・設備工事用機器（タイヤローラー、アスフ

ァルトフィニッシャー、ダンプ、高所作業車、発電機）、トンネ

ル・ダム工事用機械 

イベント・産業界他 

イベント用機器（催事関連商品、システムパネル、アミューズメン

ト用品、音響機器、民生用品、大型テント、通信・情報機器）、撮

影用小道具、産業用機械、鋲螺類、保険・不動産事業 

2,953 42

81

58,563 47,668

105
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当第１四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

 （注）１．事業区分は、販売市場の類似性を考慮した内部管理上採用している区分によっております。 

２．事業別の内容及び主要品目は、次のとおりであります。 

３．事業区分の方法の変更 

 事業区分の方法については、従来、「都市型建機市場」「郊外型建機市場」「イベント・産業界他」の３

区分によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「レンタル関連事業」「その他の事業」の２区

分に変更いたしました。 

 これは、レンタル事業の多様化により「都市型建機市場」「郊外型建機市場」の区分が困難になったこと

及びレンタル事業以外の連結子会社の増加に伴い、グループ全体の事業区分における位置づけを再検討した

ことによるものであります。 

 この結果、従来の「都市型建機市場」「郊外型建機市場」及び「イベント・産業界他」に含まれていたレ

ンタルに関連した事業は「レンタル関連事業」に統合し、レンタル関連事業以外の事業は「その他の事業」

に含めて開示しております。 

  

 なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報を当第１四半期連結累計期間において用いた事業区分

の方法により区分すると次のようになります。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

  
レンタル
関連事業 
（千円） 

その他の
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  17,581,623  428,281  18,009,905  －  18,009,905

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 9,912  107,690  117,602 (117,602)  －

計  17,591,535  535,971  18,127,507 (117,602)  18,009,905

営業利益又は営業損失（△）  638,721  △6,295  632,426 －  632,426

事業区分 内容及び主要品目 

レンタル関連事業 

建設・設備工事用機器（タワークレーン、室内系高所作業機、ミニ

バックホー、商用車、小型揚重・運搬機器、照明機器、タイヤロー

ラー、アスファルトフィニッシャー、ダンプ、高所作業車、発電

機）、軌道工事用機器、土壌改質設備、泥濁水処理設備、工事用電

気設備工事、建設工事用機械のオペレーション業務、トンネル・ダ

ム工事用機械、イベント用機器（催事関連商品、システムパネル、

アミューズメント用品、音響機器、民生用品、大型テント、通信・

情報機器）、撮影用小道具、産業用機械 

その他の事業 鋲螺類の製造、建設工事用機械の製造、保険・不動産賃貸事業 

  
レンタル
関連事業 
（千円） 

その他の
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  19,304,845  249,984  19,554,829  －  19,554,829

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 20  47,608  47,628 (47,628)  －

計  19,304,865  297,593  19,602,458 (47,628) 19,554,829

営業利益  1,033,388  44,315  1,077,703 －  1,077,703
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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31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10月１日 至 平成21年12月31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。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、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10月１日 至 平成21年12月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

   

 該当事項はありません。 

   

b．所在地別セグメント情報

c．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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