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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年3月21日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 14,996 6.2 830 570.1 814 380.2 419 415.6
22年3月期第2四半期 14,122 ― 123 ― 169 ― 81 ―

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

23年3月期第2四半期 23.60 ―
22年3月期第2四半期 4.51 ―

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

23年3月期第2四半期 25,761 12,365 48.0 695.37
22年3月期 24,441 12,090 49.5 679.92

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  12,365百万円 22年3月期  12,090百万円

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  
 

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

22年3月期 ― 6.00 ― 2.00 8.00
23年3月期 ― 4.00
23年3月期 

（予想）
― 4.00 8.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年3月21日～平成23年3月20日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 30,480 6.4 1,430 151.9 1,400 124.9 680 148.0 38.24



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を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  有  
（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適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（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が実施中です。 

※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、四半期決算短信 （添付資料） ３ページ 「連結業績予想に関する定性的情報」 をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他」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 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q  19,509,326株 22年3月期  19,509,326株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,727,130株 22年3月期  1,726,966株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  17,782,277株 22年3月期2Q  18,068,074株
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当第２四半期連結累計期間（以下、当第２四半期という。）のわが国経済は、中国や新興国の経済回

復の牽引により、輸出や生産活動の増加から一部の業種では景況感に改善が見られたものの、株式相場

の低迷や急激な円高の進展などにより、景気の腰折れ懸念が台頭しております。 

このような状況の中で、当社グループにおいては先行手すり枠（ライフガード）をはじめとした安全

関連機材や吊り足場（ＳＫパネル）などの販売が増加したほか、レンタル関連事業において独自商品の

レンタルが好調に推移した結果、当第２四半期の売上高が前年同期比6.2％増の149億96百万円となりま

した。 

利益面では、新興国経済の回復に伴い一部原材料価格が上昇したものの、高付加価値製品の生産量が

回復したことや為替相場の円高推移による仕入コストの低下などから売上総利益率が改善しました。ま

た販売費及び一般管理費等を中心として経費削減に取り組んだ結果、営業利益は７億６百万円増の８億

30百万円、経常利益は６億45百万円増の８億14百万円、四半期純利益は３億38百万円増の４億19百万円

となり前年同期に比べて大幅に改善しました。 

  

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。なお、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、前年同期比10.7％増の32億25百万円となりました。昨年６月の労働安全衛生規則

改正に伴い建設現場における恒久的な安全対策へのニーズは強く、先行手すり枠をはじめとした安全関

連機材の販売が堅調に推移しました。 

損益面では前年同期に比べて生産量が増加したことなどにより原価率が低減したため、営業利益は前

年同期比１億２百万円増加し１億86百万円となりました。 

レンタル関連事業 

当事業の売上高は、前年同期比5.9％増の66億42百万円となりました。低層用仮設機材レンタルは、

新設住宅着工戸数の減少に底打ち感が見られたことから、売上高は前年同期並みとなりましたが、独自

商品のレンタルが好調に推移しました。 

損益面では、売上高の増加により、営業利益は前年同期比３億22百万円増加し４億27百万円となりま

した。 

住宅機器関連事業 

当事業の売上高は、前年同期比1.1％増の39億33百万円となりました。アルミ関連製品は、個人消費

や設備投資に回復の兆しが見えないことから売上高は減少しました。フィットネス商品は、廉価版の電

動ウォーカーやバイク、エクササイズ小物商品などが好調であったことに加えて、インターネット販売

など新たに注力した販売チャンネルの拡販が順調に進んだことなどから、売上高は前年同期比で11.5％

増加しました。 

損益面では、為替相場が円高水準で推移したことにより海外からのＯＥＭ製品の輸入コストが低下し

た結果、営業利益は前年同期比１億59百万円増加し１億99百万円となりました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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電子機器関連事業 

当事業の売上高は、前年同期比14.6％増の11億93百万円となりました。国内の業務用向けに拡販を進

めている特定小電力無線機の販売が底堅く推移するとともに、無線技術を応用したワイヤレス放送シス

テムなどが売上高増加に貢献しました。 

損益面では前年同期に比べて、生産量の回復と高付加価値の無線応用製品の売上高増加により、営業

利益は前年同期比１億22百万円改善し17百万円となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末（以下、当第２四半期末という。）の総資産は257億61百万円となり、

前連結会計年度末（以下、前期末という。）に比べ13億19百万円増加しました。総資産の内訳は、流動

資産が167億98百万円（前期末比17億７百万円増）、固定資産が89億62百万円（前期末比３億88百万円

減）であります。流動資産の主な増加要因は、売上高増加に伴う売上債権の増加であり、固定資産の主

な減少要因は、市場価格の下落による投資有価証券の減少と、繰延税金資産の減少などであります。 

負債の部では、当第２四半期末残高は133億95百万円となり、前期末に比べ10億45百万円増加しまし

た。その内訳は、流動負債が93億19百万円（前期末比13億85百万円増）、固定負債が40億76百万円（前

期末比３億40百万円減）であります。流動負債の主な増加要因は、仕入債務並びに短期借入金の増加で

あり、固定負債の主な減少要因は、長期借入金の減少等であります。 

純資産の部は、四半期純利益が４億19百万円となったことや配当を35百万円実施したこと、また当社

が保有している投資有価証券の市場価格が下落したことによるその他有価証券評価差額金の減少などに

より、123億65百万円（前期末比２億74百万円増）となりました。 

キャッシュ・フローについては営業活動における資金の増加は５億85百万円となりました。その主な

要因は、税金等調整前四半期純利益が７億50百万円となったことによります。 

投資活動においては、レンタル資産を中心とした、有形固定資産の取得に８億12百万円を支出したこ

となどから、資金の支出は６億91百万円となりました。 

財務活動においては、借入金の増加などにより、２億円の増加となりました。 

以上の結果、当第２四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ91百万円増加し、27億63

百万円となりました。 

  

平成23年３月期通期業績予想につきましては、平成22年９月13日に公表しました「業績予想の修正に

関するお知らせ」からの変更はありません。  

(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
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該当事項はありません。  

  

（簡便な会計処理）  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法  

当第２四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 

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棚卸資産についてのみ正味売却価額を

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。 

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。 

  

該当事項はありません。  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要（連結の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特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,773,440 2,680,668

受取手形及び売掛金 8,816,549 7,556,574

商品及び製品 3,522,465 3,425,291

仕掛品 358,909 320,559

原材料 939,780 740,037

その他 476,211 442,880

貸倒引当金 △88,473 △75,023

流動資産合計 16,798,884 15,090,988

固定資産   

有形固定資産   

レンタル資産 16,039,735 15,711,943

減価償却累計額 △13,697,055 △13,435,492

レンタル資産（純額） 2,342,680 2,276,450

建物及び構築物 4,613,871 4,645,933

減価償却累計額 △3,132,928 △3,086,472

建物及び構築物（純額） 1,480,943 1,559,461

土地 2,087,373 2,087,373

その他 2,952,766 2,894,041

減価償却累計額 △2,529,853 △2,465,479

減損損失累計額 △59,317 △59,369

その他（純額） 363,595 369,191

有形固定資産合計 6,274,593 6,292,477

無形固定資産 50,414 66,795

投資その他の資産   

投資有価証券 1,332,742 1,455,891

長期貸付金 45,851 50,455

繰延税金資産 74,149 182,682

その他 1,198,553 1,489,591

貸倒引当金 △14,022 △187,552

投資その他の資産合計 2,637,273 2,991,068

固定資産合計 8,962,282 9,350,342

資産合計 25,761,167 24,441,330
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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９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22年３月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,958,691 4,180,563

短期借入金 2,931,692 2,487,642

未払法人税等 279,931 213,078

賞与引当金 414,521 371,114

その他 735,084 681,722

流動負債合計 9,319,921 7,934,121

固定負債   

長期借入金 3,375,009 3,582,070

退職給付引当金 80,062 81,590

役員退職慰労引当金 221,915 348,422

関係会社事業損失引当金 137,210 137,210

その他 261,805 267,384

固定負債合計 4,076,002 4,416,677

負債合計 13,395,923 12,350,799

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 4,074,925 3,690,815

自己株式 △562,495 △562,456

株主資本合計 12,390,747 12,006,676

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,129 65,696

繰延ヘッジ損益 △38,162 △4,378

為替換算調整勘定 11,529 22,536

評価・換算差額等合計 △25,503 83,854

純資産合計 12,365,243 12,090,531

負債純資産合計 25,761,167 24,441,330
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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)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年９月20日) 

売上高 14,122,727 14,996,040

売上原価 10,153,981 10,443,849

売上総利益 3,968,745 4,552,191

販売費及び一般管理費 3,844,846 3,721,986

営業利益 123,899 830,204

営業外収益   

受取利息 5,685 3,178

受取地代家賃 29,767 28,952

作業屑等売却益 11,984 20,992

仕入割引 31,639 －

持分法による投資利益 72,909 －

その他 44,655 42,072

営業外収益合計 196,643 95,195

営業外費用   

支払利息 61,433 51,566

為替差損 69,886 42,758

持分法による投資損失 － 1,349

その他 19,516 14,847

営業外費用合計 150,836 110,522

経常利益 169,705 814,877

特別利益   

有形固定資産売却益 37 3

貸倒引当金戻入額 － 14,567

特別利益合計 37 14,571

特別損失   

有形固定資産除売却損 5,263 8,669

投資有価証券評価損 1,263 33,208

営業所閉鎖損失 － 36,954

特別損失合計 6,526 78,832

税金等調整前四半期純利益 163,216 750,616

法人税、住民税及び事業税 63,710 249,100

法人税等調整額 18,102 81,841

法人税等合計 81,812 330,942

四半期純利益 81,403 419,674
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年６月21日 
 至 平成21年９月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年６月21日 
 至 平成22年９月20日) 

売上高 7,125,214 8,003,900

売上原価 5,125,672 5,489,965

売上総利益 1,999,542 2,513,934

販売費及び一般管理費 1,921,147 1,872,535

営業利益 78,394 641,399

営業外収益   

受取利息 2,676 1,452

受取地代家賃 14,476 14,476

作業屑等売却益 6,996 9,293

仕入割引 15,965 －

持分法による投資利益 34,985 －

その他 27,177 31,592

営業外収益合計 102,277 56,814

営業外費用   

支払利息 30,433 24,549

為替差損 42,897 39,092

持分法による投資損失 － △5,692

その他 9,429 7,686

営業外費用合計 82,760 65,635

経常利益 97,911 632,578

特別利益   

有形固定資産売却益 37 3

貸倒引当金戻入額 △3,425 10,034

特別利益合計 △3,387 10,037

特別損失   

有形固定資産除売却損 1,283 3,928

投資有価証券評価損 102 33,208

営業所閉鎖損失 － 36,954

特別損失合計 1,385 74,091

税金等調整前四半期純利益 93,138 568,524

法人税、住民税及び事業税 △41,037 123,567

法人税等調整額 87,364 129,809

法人税等合計 46,326 253,376

四半期純利益 46,811 315,148
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年９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 163,216 750,616

減価償却費 785,413 747,716

営業所閉鎖損失 － 36,954

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,964 3,654

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,021 43,406

退職給付引当金の増減額（△は減少） 47,180 △7,370

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △15,917 △126,507

受取利息及び受取配当金 △15,821 △12,947

支払利息 61,433 51,566

為替差損益（△は益） 6,979 1,360

持分法による投資損益（△は益） △72,909 1,349

有形固定資産除売却損益（△は益） 5,204 8,131

投資有価証券評価損益（△は益） 1,263 33,208

売上債権の増減額（△は増加） △79,076 △1,250,139

破産更生債権等の増減額（△は増加） 3,099 15,597

たな卸資産の増減額（△は増加） 616,950 △337,148

仕入債務の増減額（△は減少） 172,820 797,000

未払消費税等の増減額（△は減少） 31,455 △45,034

その他 40,386 65,299

小計 1,761,663 776,715

利息及び配当金の受取額 29,220 26,685

利息の支払額 △61,433 △51,566

法人税等の支払額 △139,326 △166,327

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,590,123 585,507

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 △622 △1,210

定期預金の払戻による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 △751,584 △812,661

有形固定資産の売却による収入 190 6

無形固定資産の取得による支出 － △3,177

投資有価証券の取得による支出 △1,764 △1,804

貸付けによる支出 △28,300 △14,850

貸付金の回収による収入 30,012 19,455

敷金及び保証金の差入による支出 △4,319 △1,994

敷金及び保証金の回収による収入 23,091 24,467

投資活動によるキャッシュ・フロー △733,296 △691,770

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） △540,000 632,600

長期借入れによる収入 2,600,000 1,100,000

長期借入金の返済による支出 △1,491,296 △1,495,611

自己株式の取得による支出 △120,000 △38

配当金の支払額 △64,671 △36,047

財務活動によるキャッシュ・フロー 384,032 200,902
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年９月20日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,891 △3,078

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,238,968 91,561

現金及び現金同等物の期首残高 2,177,466 2,672,214

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,416,435 2,763,775
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該当事項はありません。  

  

  

前第２四半期連結会計期間(自 平成21年６月21日 至 平成21年９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、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 「（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２四半期連結会計期間の「建設機材関連事業」に

おいては営業費用が687千円増加し営業損失が同額増加しております。また「レンタル関連事業」におい

ては営業費用が1,968千円、「住宅機器関連事業」においては営業費用が755千円増加し、これら両セグメ

ントにおいては営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

  

当第２四半期連結会計期間(自 平成22年６月21日 至 平成22年９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、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 
  

(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 1,389,375 3,254,794 1,989,541 491,502 7,125,214 ― 7,125,214

  (2) セグメント間の 
    内部売上高又は振替高

302,509 △411 15,844 26,959 344,901   (344,901) ―

計 1,691,884 3,254,383 2,005,386 518,461 7,470,115   (344,901) 7,125,214

 営業利益又は営業損失(△) △22,185 103,523 64,517 △67,460 78,394 ― 78,394

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 1,620,430 3,714,401 2,066,897 602,171 8,003,900 ― 8,003,900

  (2) セグメント間の 
    内部売上高又は振替高

379,458 24 33,075 4,403 416,961   (416,961) ―

計 1,999,889 3,714,425 2,099,972 606,575 8,420,862   (416,961) 8,003,900

 営業利益 86,415 457,948 84,086 12,948 641,399 ― 641,399
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前第２四半期連結累計期間(自 平成21年３月21日 至 平成21年９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、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 「（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２四半期連結累計期間の営業費用は「建設機材関

連事業」が1,376千円、「レンタル関連事業」が3,937千円、「住宅機器関連事業」が1,510千円増加し、

営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年３月21日 至 平成22年９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、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 

  

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。 

  

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。 

  

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 2,913,491 6,275,471 3,892,806 1,040,957 14,122,727 ― 14,122,727

  (2) セグメント間の 
    内部売上高又は振替高

528,664 70 22,798 79,140 630,673   (630,673) ―

計 3,442,156 6,275,541 3,915,605 1,120,098 14,753,401   (630,673) 14,122,727

 営業利益又は営業損失(△) 84,198 104,564 40,058 △104,921 123,899 ― 123,899

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 3,225,905 6,642,918 3,933,866 1,193,349 14,996,040 ― 14,996,040

  (2) セグメント間の 
    内部売上高又は振替高

574,462 24 53,345 54,943 682,775   (682,775) ―

計 3,800,368 6,642,942 3,987,211 1,248,293 15,678,815   (682,775) 14,996,040

 営業利益 186,256 427,068 199,471 17,407 830,204 ― 830,204

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自 平成21年６月21日 至 平成21年９月20日)及び前第２四半期連結累計

期間(自 平成21年３月21日 至 平成21年９月20日)

当第２四半期連結会計期間(自 平成22年６月21日 至 平成22年９月20日)及び当第２四半期連結累計

期間(自 平成22年３月21日 至 平成22年９月20日)
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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。 

  

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。 

【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間(自 平成21年６月21日 至 平成21年９月20日)及び前第２四半期連結累計

期間(自 平成21年３月21日 至 平成21年９月20日)

当第２四半期連結会計期間(自 平成22年６月21日 至 平成22年９月20日)及び当第２四半期連結累計

期間(自 平成22年３月21日 至 平成22年９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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