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1.  平成22年9月期第2四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成22年3月31日） 

前第3四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前年同期の数値は記載しておりません。 

(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2四半期 6,151 ― 187 ― 185 ― 189 ―
21年9月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 2.16 ―
21年9月期第2四半期 ― ―

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2四半期 12,188 6,230 51.0 70.79
21年9月期 11,725 6,042 51.4 68.65

（参考） 自己資本   22年9月期第2四半期  6,210百万円 21年9月期  6,022百万円

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 ― 0.00 0.00
22年9月期 ― 0.00
22年9月期 

（予想）
― 1.00 1.00

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 12,500 5.1 331 ― 307 859.9 292 ― 3.33
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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ページの【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 
 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づき予測したものであり、実際の業績は、当社を取り巻く経
済情勢、市場動向、競合状況等の要因により予想数値と異なることがあります。なお、上記予想に関する事項値につきましては、４ページの【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2四半期 87,733,362株 21年9月期  87,733,362株
② 期末自己株式数 22年9月期第2四半期  121株 21年9月期  121株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第2四半期 87,733,241株 21年9月期第2四半期 87,733,261株
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当第２四半期におけるわが国経済は、中国を始めとするアジア新興諸国向けの輸出拡大に支えられ、緩やかな景気

回復が続き、年度末にはゆっくりではありますが着実に『回復局面』を迎えようとしております。しかし、外需頼み

の環境で内需は低迷を続け、個人消費も横ばい傾向にある中、多くの企業で設備や雇用環境に過剰感が残り、依然と

して厳しい景況が続いております。 

当社を取り巻く建設関連業界については、政府の一連の景気刺激策、金融支援策や公共工事の前倒し発注等が一定

の効果を示し、大型倒産も沈静化し平静状態を保っておりますが、全体の工事量としては官民を問わず厳しい状況に

あり、特に建築関連ではその様相が顕著でありました。 

このような状況の中、弊社は今期のテーマとして『激流への挑戦』を掲げ、より営業戦略・戦術に拘った提案営業

の展開に加え、新商品・環境商品の開発と市場導入を随時実施し、『営業力と商品力』に注力した営業展開を実践し

て参りました。 

建機レンタル市況においては、鉄道工事及び大型プロジェクト等の土木関連工事は比較的堅調に推移しましたが、

年度末工事は首都圏及び関西圏の地域格差が随所に見られ、単価についても官民を問わず工事量が減少傾向にあるた

め、競合他社との価格競争が激しさを増しておりました。なお、特需関連工事においては、特殊土木の年度末工事が

比較的順調に推移しておりますが、各種業界動向により様々な様相を呈しております。 

 中古建機販売部門に関しましては、輸出環境で円高・ドバイショックの影響は落ち着きを見せたものの、市場価格

は下落傾向にあり、今後に向けて新たな課題が残りました。 

 その結果、当第２四半期の売上高につきましては61億51百万円となりました。内訳としましては、賃貸収入が51億

１百万円、その他の売上高が10億49百万円となりました。営業利益につきましては、既存店所にかかる諸経費削減を

推進したものの競合他社との単価競争に伴い、１億87百万円となり、経常利益は１億85百万円、四半期純利益は１億

89百万円となりました。 

 今後もしばらくの間、経営環境は厳しい状況が続くものと予想されますが、時代のニーズを反映した環境対策商品

の充実化を図り、また、グループ会社間においては、各々の事業の特性を生かしつつ今後のグループ戦略を踏まえた

営業提案を推進し、更なる業容の拡大、財務体質の強化並びに業績の安定化に努めて参ります。 

 なお、前第３四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため前年同四半期との比較分析は行っておりま

せん。（以下、「２．連結財政状態に関する定性的情報（２）キャッシュ・フローの状況においても同じ。） 

（１）資産、負債及び純資産の状況  

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、121億88百万円と前連結会計年度末に比べて４億63百万円（3.9％）の

増加となりました。これは、在庫圧縮に伴うたな卸資産の減少51百万円があったものの、現金及び預金の増加１億

18百万円及び売上債権の増加４億33百万円があったためであります。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末の負債は、59億58百万円と前連結会計年度末に比べて２億75百万円（4.9％）の増

加となりました。これは、仕入債務の増加２億67百万円があったためであります。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産は、62億30百万円と前連結会計年度末に比べて１億87百万円（3.1％）の

増加となりました。これは、四半期純利益１億89百万円を計上したためであります。 

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
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（２）キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期連結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、11億97百万円となりま

した。 

 当第２四半期連結累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） 

 営業活動の結果獲得した資金は、１億90百万円となりました。これは、主な増加項目として税金等調整前四半期

純利益１億85百万円の計上、仕入債務の増加２億67百万円及び減価償却費１億69百万円があったものの、主な減少

項目として売上債権の増加４億33百万円及び貸与資産の取得による支出１億17百万円があったためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、１億48百万円となりました。これは、主な減少項目として連結子会社の営業譲

受に伴う支出65百万円及び営業所の移転に伴う有形固定資産の取得による支出90百万円があったためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果獲得した資金は、77百万円となりました。これは、主な減少項目として社債の償還による支出３

億10百万円があったものの、長期借入れによる収入３億円及び社債の発行による収入98百万円があったためであり

ます。  

 平成22年９月期の業績予想につきましては、平成21年11月13日に公表しました「平成21年９月期決算短信」の数値

に変更はありません。  

 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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に

着手した工事契約から、当第２四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。 

 なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

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２四半期連結会計期間末
(平成22年３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 1,197,517 1,078,725

受取手形及び売掛金 3,850,396 3,417,032

商品及び製品 37,821 89,559

仕掛品 26,408 31,270

原材料及び貯蔵品 113,656 108,385

その他 243,114 273,208

貸倒引当金 △82,216 △78,870

流動資産合計 5,386,699 4,919,310

固定資産   

有形固定資産   

貸与資産（純額） 297,651 302,757

土地 4,598,453 4,598,453

その他（純額） 1,262,570 1,274,129

有形固定資産合計 6,158,675 6,175,339

無形固定資産 14,769 1,500

投資その他の資産   

その他 911,689 938,124

貸倒引当金 △283,589 △309,141

投資その他の資産合計 628,099 628,982

固定資産合計 6,801,544 6,805,822

資産合計 12,188,243 11,725,132

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,474,824 2,207,504

1年内償還予定の社債 933,400 560,000

1年内返済予定の長期借入金 101,400 －

未払法人税等 23,639 33,565

賞与引当金 188,717 172,975

役員賞与引当金 2,130 －

その他 344,977 478,974

流動負債合計 4,069,088 3,453,020

固定負債   

社債 1,116,600 1,700,000

長期借入金 598,600 400,000

役員退職慰労引当金 36,770 27,630

その他 137,181 101,884

固定負債合計 1,889,151 2,229,514

負債合計 5,958,239 5,682,534
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年３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 1,167,551 1,167,551

資本剰余金 1,222,338 1,222,338

利益剰余金 3,821,195 3,632,073

自己株式 △20 △20

株主資本合計 6,211,065 6,021,943

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △419 578

評価・換算差額等合計 △419 578

少数株主持分 19,357 20,076

純資産合計 6,230,003 6,042,597

負債純資産合計 12,188,243 11,725,132
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 6,151,279

売上原価 3,764,271

売上総利益 2,387,007

販売費及び一般管理費  

給料及び賞与 801,122

賞与引当金繰入額 188,717

役員賞与引当金繰入額 2,130

退職給付費用 23,005

役員退職慰労引当金繰入額 9,140

貸倒引当金繰入額 9,794

その他 1,165,431

販売費及び一般管理費合計 2,199,341

営業利益 187,666

営業外収益  

受取利息 370

受取賃貸料 12,924

補助金収入 4,300

その他 13,990

営業外収益合計 31,585

営業外費用  

支払利息 21,092

受取賃貸料対応原価 7,393

その他 5,011

営業外費用合計 33,497

経常利益 185,754

特別利益  

投資有価証券売却益 40

特別利益合計 40

特別損失  

固定資産除売却損 320

特別損失合計 320

税金等調整前四半期純利益 185,473

法人税、住民税及び事業税 13,604

法人税等調整額 △16,534

法人税等合計 △2,929

少数株主損失（△） △718

四半期純利益 189,122
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３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 185,473

減価償却費 169,267

貸倒引当金の増減額（△は減少） △22,206

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,742

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 2,130

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,140

受取利息及び受取配当金 △370

支払利息 21,092

投資有価証券売却損益（△は益） △40

固定資産除売却損益（△は益） 320

賃貸資産の取得による支出 △117,360

売上債権の増減額（△は増加） △433,364

たな卸資産の増減額（△は増加） 51,327

仕入債務の増減額（△は減少） 267,320

その他 84,155

小計 232,628

利息及び配当金の受取額 370

利息の支払額 △20,993

法人税等の支払額 △21,697

営業活動によるキャッシュ・フロー 190,308

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 △90,711

投資有価証券の売却による収入 114

営業譲受による支出 △65,757

長期貸付金の回収による収入 4,980

その他 2,533

投資活動によるキャッシュ・フロー △148,840

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 300,000

社債の発行による収入 98,940

社債の償還による支出 △310,000

リース債務の返済による支出 △10,010

割賦債務の返済による支出 △1,605

財務活動によるキャッシュ・フロー 77,324

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 118,791

現金及び現金同等物の期首残高 1,078,725

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,197,517

サコス株式会社（9641）　平成22年９月期　第２四半期決算短信

－　8　－



 該当事項はありません。 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日） 

 当社及び連結子会社は、同一セグメントに属する建設機械・機器のレンタルに関連する事業を展開しており、

当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31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。  

 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

６．その他の情報
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（参考）四半期財務諸表 
（１）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 6,439,488

売上原価 3,979,315

売上総利益 2,460,172

販売費及び一般管理費  

給料及び賞与 791,151

賞与引当金繰入額 185,200

役員賞与引当金繰入額 1,060

退職給付費用 21,558

役員退職慰労引当金繰入額 3,010

貸倒引当金繰入額 70,101

その他 1,187,454

販売費及び一般管理費合計 2,259,535

営業利益 200,637

営業外収益  

受取利息 882

受取賃貸料 11,471

その他 18,538

営業外収益合計 30,892

営業外費用  

支払利息 21,924

貸倒引当金繰入額 19,697

その他 8,542

営業外費用合計 50,164

経常利益 181,365

特別損失  

固定資産除売却損 2,727

特別損失合計 2,727

税引前四半期純利益 178,637

法人税、住民税及び事業税 13,549

法人税等調整額 835,055

法人税等合計 848,604

四半期純損失（△） △669,967
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（２）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 178,637

減価償却費 211,133

貸倒引当金の増減額（△は減少） 62,597

賞与引当金の増減額（△は減少） △41,900

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,340

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,010

受取利息及び受取配当金 △882

支払利息 21,924

固定資産除売却損益（△は益） 2,727

賃貸資産の取得による支出 △184,555

売上債権の増減額（△は増加） △21,045

たな卸資産の増減額（△は増加） 73,494

仕入債務の増減額（△は減少） △35,996

その他 △13,820

小計 251,983

利息及び配当金の受取額 1,146

利息の支払額 △21,924

法人税等の支払額 △28,334

営業活動によるキャッシュ・フロー 202,871

投資活動によるキャッシュ・フロー  

短期貸付金の増減額（△は増加） 260

有形固定資産の取得による支出 △150,974

長期貸付金の回収による収入 4,670

その他 △7,822

投資活動によるキャッシュ・フロー △153,867

財務活動によるキャッシュ・フロー  

社債の償還による支出 △360,000

自己株式の取得による支出 △4

リース債務の返済による支出 △457

配当金の支払額 △175,466

財務活動によるキャッシュ・フロー △535,927

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △486,923

現金及び現金同等物の期首残高 1,135,717

現金及び現金同等物の四半期末残高 648,793
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