
   

１．平成22年９月期第３四半期の連結業績（平成21年10月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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３四半期  8,869  △2.4  84  27.4  83  102.2  18  －

21年９月期第３四半期  9,085  －  66  －  41  －  △818  －

  
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３四半期  0  21  －      

21年９月期第３四半期  △9  33  －      

  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３四半期  12,032  6,060  50.2  68  84

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３四半期 6,039百万円 21年９月期 6,022百万円

  
年間配当金

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

  （％表示は、対前期増減率）

  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



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規  －社 （社名                             ）、除外  －社  （社名                             ）

（注） 当四半期会計期間における連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：無 

（注）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有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：有 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

   

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。 

  

※  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につきましては、Ｐ．３「１．当四半期の連結業績等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」をご覧下さい。 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年９月期３Ｑ 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３Ｑ 122株 21年９月期 121株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年９月期３Ｑ 87,733,241株 21年９月期３Ｑ 87,733,254株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期におけるわが国経済は、国内景気の動向は新興国を中心とした外需の活性化に後押しされ緩やかに回

復を続けておりますが、依然として力強さに欠け、各企業の投資姿勢に大幅な改善は見込めず、自律回復の動きが本

格化するか不透明な状況であります。 

このような状況下、当社を取り巻く建設関連業界は、民間設備・建設投資の停滞や公共投資の削減等により、通期

を通して状況に大きな変化は見られず、険しい環境が続いております。 

当第３四半期の建機レンタル市況につきましては、建築関連は一部大型案件の動き出しがあるものの、引続き官民

を問わず全体的な工事量の減少は否めない状況にあります。ただ、公共建築物の耐震補強等の工事につきましては、

地域に影響されず安定発注されております。土木関連におきましては、継続した長期の大型物件等は順調に推移し、

特殊土木に関しましても好調を維持しております。更に鉄道関連につきましても、特に私鉄における大量輸送手段と

しての効率アップを追及した各種工事が堅調に推移致しました。 

なお、中古建機販売部門におきましては、『上海万博』開催後の周辺工事の減少が懸念されましたが、市場は活況

で中古機械不足の状況も変わらないことから、今後に向けた機械の確保が重要な課題となっております。 

また、当社及び連結子会社の主力である建設機械のレンタル需要並びに工事用電気設備工事における請負件数に関

しましては、建設投資が10月～３月に最盛期を迎えることから、売上高もそれに比例して第１四半期及び第２四半期

の水準が高くなる傾向にあります。  

その結果、当第３四半期の売上高につきましては、88億69百万円（前年同四半期比97.6％）となりました。内訳と

しましては、賃貸収入が71億57百万円（前年同四半期比92.2％）、その他の売上高が17億12百万円（前年同四半期比

129.7％）となりました。営業利益につきましては、競合他社との価格競争に伴う売上高の減少や原価率の増加はあ

るものの、既存店所にかかる諸経費削減を推進したことにより、84百万円（前年同四半期比127.4％）となり、経常

利益は83百万円（前年同四半期比202.2％）となりました。 

最終損益につきましては、法人税、住民税及び事業税23百万円及び法人税等調整額39百万円を差引した結果、18百

万円の四半期純利益（前年同四半期は８億18百万円の四半期純損失）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。  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、120億32百万円と前連結会計年度末に比べて３億７百万円（2.6％）の

増加となりました。これは、無担保社債１億円の発行に加え新規借入により４億円を調達したため、現金及び預金

が３億95百万円増加したためであります。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末の負債は、59億71百万円と前連結会計年度末に比べて２億89百万円（5.1％）の増

加となりました。これは、買掛債務が２億４百万円増加したこと及び社債の償還が３億10百万円があったものの、

無担保社債１億円の発行に加え新規借入により４億円を調達したため、社債及び借入金が総額として１億90百万円

増加したためであります。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は60億60百万円と前連結会計年度末に比べて17百万円（0.3％）の増加と

なりました。これは、当四半期連結累計期間において四半期純利益18百万円を計上したためであります。 

１．当四半期の連結業績等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３四半期連結累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、前連結会計年度末に比

べて３億95百万円増加し、14億73百万円となりました。 

 当第３四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、３億76百万円（前年同四半期は３億42百万円の獲得）となりました。これは、

主な減少項目として貸与資産の取得による支出１億42百万円があったものの、主な増加項目として減価償却費２億

58百万円及び仕入債務の増加額２億４百万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、１億50百万円（前年同四半期は１億99百万円の使用）となりました。これは、

既存営業所の設備の充実化を図ったことに伴う有形固定資産の取得による支出96百万円及び連結子会社の営業譲受

による支出65百万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、１億69百万円（前年同四半期は５億21百万円の使用）となりました。これは、

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４億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。   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 景気の先行きは不透明な要素も多く、当社及び連結子会社を取り巻く環境は予断を許さない状況であります。平

成22年９月期通期の連結業績予想につきましては、平成21年11月13日公表の数値から変更はございませんが、今後

の情報収集等により見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示致します。 

 なお、実際の業績につきましては、今後の様々な要因により、予測数値と異なる可能性がございます。 

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 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３四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。 

② 表示方法の変更 

(四半期連結損益計算書関係) 

 前第３四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示していた「受取賃貸料対応原価」

（前第３四半期連結累計期間9,763千円）につきましては、当第３四半期連結累計期間において、営業外費用の総

額の100分の20を超えたため、区分掲記しております。 

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。   

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22年６月30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 1,473,852 1,078,725

受取手形及び売掛金 3,407,900 3,417,032

商品及び製品 55,254 89,559

仕掛品 24,893 31,270

原材料及び貯蔵品 117,312 108,385

その他 278,162 273,208

貸倒引当金 △80,379 △78,870

流動資産合計 5,276,996 4,919,310

固定資産   

有形固定資産   

貸与資産（純額） 283,089 302,757

土地 4,598,453 4,598,453

その他（純額） 1,240,206 1,274,129

有形固定資産合計 6,121,749 6,175,339

無形固定資産 13,552 1,500

投資その他の資産   

その他 899,424 938,124

貸倒引当金 △279,428 △309,141

投資その他の資産合計 619,995 628,982

固定資産合計 6,755,297 6,805,822

資産合計 12,032,293 11,725,132

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,412,302 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 135,400 －

未払法人税等 28,759 33,565

賞与引当金 89,558 172,975

その他 417,914 478,974

流動負債合計 4,017,335 3,453,020

固定負債   

社債 1,116,600 1,700,000

長期借入金 664,600 400,000

役員退職慰労引当金 38,110 27,630

その他 135,325 101,884

固定負債合計 1,954,635 2,229,514

負債合計 5,971,970 5,682,534
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年６月30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 3,650,672 3,632,073

自己株式 △20 △20

株主資本合計 6,040,542 6,021,943

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,322 578

評価・換算差額等合計 △1,322 578

少数株主持分 21,102 20,076

純資産合計 6,060,322 6,042,597

負債純資産合計 12,032,293 11,725,132
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 9,085,657 8,869,409

売上原価 5,691,765 5,521,254

売上総利益 3,393,891 3,348,154

販売費及び一般管理費   

給料及び賞与 1,360,366 1,373,160

賞与引当金繰入額 89,500 89,558

退職給付費用 32,964 34,723

役員退職慰労引当金繰入額 4,520 10,480

貸倒引当金繰入額 66,793 8,814

その他 1,773,325 1,746,820

販売費及び一般管理費合計 3,327,469 3,263,558

営業利益 66,422 84,596

営業外収益   

受取利息 1,235 535

受取賃貸料 17,489 19,347

その他 25,603 29,725

営業外収益合計 44,327 49,608

営業外費用   

支払利息 31,915 32,326

受取賃貸料対応原価 － 11,083

貸倒引当金繰入額 21,997 －

その他 15,386 6,968

営業外費用合計 69,299 50,378

経常利益 41,450 83,825

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 4,728 829

特別損失合計 4,728 829

税金等調整前四半期純利益 36,722 83,036

法人税、住民税及び事業税 20,138 23,966

法人税等調整額 835,333 39,444

法人税等合計 855,471 63,411

少数株主利益又は少数株主損失（△） △151 1,026

四半期純利益又は四半期純損失（△） △818,597 18,599
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30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 36,722 83,036

減価償却費 312,266 258,496

貸倒引当金の増減額（△は減少） 35,583 △28,204

賞与引当金の増減額（△は減少） △137,600 △83,416

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,400 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,520 10,480

受取利息及び受取配当金 △1,235 △535

支払利息 31,915 32,326

投資有価証券売却損益（△は益） － △40

固定資産除売却損益（△は益） 4,728 829

賃貸資産の取得による支出 △210,526 △142,868

売上債権の増減額（△は増加） 568,444 9,131

たな卸資産の増減額（△は増加） 89,481 31,754

仕入債務の増減額（△は減少） △345,035 204,797

その他 9,582 46,094

小計 394,447 421,883

利息及び配当金の受取額 1,367 535

利息の支払額 △24,508 △24,478

法人税等の支払額 △28,334 △21,697

営業活動によるキャッシュ・フロー 342,971 376,242

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） 2,460 －

有形固定資産の取得による支出 △206,271 △96,369

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

長期貸付けによる支出 － △1,300

長期貸付金の回収による収入 7,172 9,077

その他 △2,369 3,664

投資活動によるキャッシュ・フロー △199,008 △150,570

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 － 400,000

社債の発行による収入 － 98,940

社債の償還による支出 △360,000 △310,000

自己株式の取得による支出 △4 △0

リース債務の返済による支出 △1,335 △17,053

割賦債務の返済による支出 － △2,431

配当金の支払額 △175,466 －

少数株主からの払込みによる収入 15,000 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △521,805 169,455

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △377,842 395,127

現金及び現金同等物の期首残高 1,135,717 1,078,725

現金及び現金同等物の四半期末残高 757,874 1,473,852
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 該当事項はありません。  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 前第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自 

平成21年10月１日 至 平成22年６月30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。 

〔所在地別セグメント情報〕 

 前第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自 

平成21年10月１日 至 平成22年６月30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。 

〔海外売上高〕 

 前第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自 

平成21年10月１日 至 平成22年６月30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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（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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