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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4月1日～平成22年9月30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 5,339 6.1 114 1.7 81 △23.8 37 △51.4
22年3月期第2四半期 5,031 △23.3 112 △67.7 107 △66.4 76 △69.5

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 1.07 ―
22年3月期第2四半期 2.20 ―

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 23,832 15,315 61.7 422.24
22年3月期 23,743 15,564 62.8 428.15

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  14,694百万円 22年3月期  14,900百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
23年3月期 ― 5.00
23年3月期 

（予想） ― 5.00 10.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31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 11,300 5.7 500 125.2 430 133.7 370 79.6 10.59



(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  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、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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】Ｐ．２「（３）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.3「2.その他の情報」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） 23年3月期2Q 34,943,225株 22年3月期  34,943,225株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  142,084株 22年3月期  140,399株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 34,801,660株 22年3月期2Q 34,807,200株
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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 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気の悪化に底打ちの兆しが見られるものの、雇用・

所得環境は依然として厳しく、デフレ状態からは脱却できておりません。 

また、急速な円高や、海外経済の減速に対する懸念など、先行き不透明な状況が引き続いております。 

このような状況におきまして当社グループは、お客様との密着度をより高め、サービスの充実と需要の

開拓に積極的に取り組んでまいりました。 

収益面では、民間設備投資関連や住宅関連の需要の戻りは鈍く、低調に推移しましたが、耐震化への建

て替え等、学校関連施設の需要は堅調に推移し、売上高は 5,339 百万円（前年同四半期比 6.1％増）とな

りました。 

しかしながら利益面では、契約単価の下落は従来にも増して厳しい状態にあり、外注費の低減や経費削

減に注力し、利益の獲得に努めましたが、営業利益は 114 百万円（前年同四半期比 1.7％増）、経常利益は

81 百万円（前年同四半期比 23.8％減）、四半期純利益は 37 百万円（前年同四半期比 51.4％減）となりま

した。 

 

(２) 連結財政状態に関する定性的情報 

資産の部 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末より 88 百万円増加し、23,832 百万円とな

りました。理由の主なものは受取手形及び売掛金の増加 349 百万円であります。 

 

負債の部 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末より 337 百万円増加し、8,517 百万円とな

りました。理由の主なものはリース債務の増加 420 百万円であります。 

 

純資産の部 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は前連結会計年度末より 248 百万円減少し、15,315 百万円と

なりました。理由の主なものは剰余金の配当 174 百万円によるものであります。 

 

キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、154 百万円の支出となり、前年同

四半期に比べ 126 百万円支出が増加いたしました。主な理由は、売上債権が 1,367 百万円増加したことに

よるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは 419 百万円の支出となり、前年同四半期に比べ 240 百万円支出が

増加いたしました。主な理由は、リース資産取得による支出が 219 百万円増加したことによるものであり

ます。 

財務活動によるキャッシュ・フローは 432 百万円の収入となり、前年同四半期に比べ 1,358 百万円収入

が増加いたしました。主な理由は、セール・アンド・リースバックによる収入 619 百万円であります。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末よ

り 149 百万円減少し、1,013 百万円となりました。 

 
(３) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成 23 年３月期の業績見通しにつきましては、当第２四半期累計期間では利益面は僅かに期初の予想を

下回りましたが、厳しい需要環境のなか、売上高は期初の予想を上回っており、また学校関連施設の需要

は引き続き堅調なことから通期の連結業績予想につきましては現時点では据え置きとし、平成 22 年４月

30 日発表の数値を変更しておりません。 

なお、業績予想につきましては現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績はさ

まざまなリスク要因や不確実な要素により、現時点の予想と異なる可能性があります。 
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２． その他の情報 

(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 

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関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によっております。 
 

(３) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

会計処理基準に関する事項の変更 
（「資産除去債務に関する会計基準」等の適用） 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 平成 20 年

３月 31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21 号 平成 20
年３月 31 日」）を適用しております。 

なお、該当事項はありません。 
 

（「企業結合に関する会計基準」等の適用） 
当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号 平成 20 年 12 月

26 日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成 20 年 12 月 26 日）、「『研究開発費

等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 23 号 平成 20 年 12 月 26 日）、「事業分離等に関する会

計基準」（企業会計基準第７号 平成 20 年 12 月 26 日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第 16

号 平成 20 年 12 月 26 日）、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基

準適用指針第 10 号 平成 20 年 12 月 26 日）を適用しております。 

 

表示方法の変更 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成 20 年 12 月 26 日）に基づき財務諸表等

規則等の一部を改正する内閣府令（平成 21 年３月 24 日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第２四半期

連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 
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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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,294 1,444

受取手形及び売掛金 8,241 7,892

商品及び製品 141 110

仕掛品 0 21

原材料及び貯蔵品 239 266

その他 271 266

貸倒引当金 △61 △69

流動資産合計 10,127 9,932

固定資産   

有形固定資産   

リース用資産（純額） 4,393 4,966

建物及び構築物（純額） 2,483 2,570

土地 4,982 4,982

リース資産（純額） 1,152 555

その他（純額） 119 124

有形固定資産合計 13,131 13,200

無形固定資産 208 218

投資その他の資産   

投資有価証券 92 113

その他 260 264

投資その他の資産合計 352 377

固定資産合計 13,693 13,795

繰延資産 12 16

資産合計 23,832 23,743

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,080 2,335

短期借入金 670 508

1年内償還予定の社債 500 500

リース債務 243 121

未払法人税等 61 79

前受リース収益 1,955 1,941

賞与引当金 39 75

役員賞与引当金 2 8

設備関係支払手形 22 4

その他 437 458

流動負債合計 6,012 6,034
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日) 

固定負債   

社債 800 800

長期借入金 160 230

リース債務 780 359

繰延税金負債 62 69

退職給付引当金 596 589

役員退職慰労引当金 104 96

固定負債合計 2,504 2,144

負債合計 8,517 8,179

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,032 8,032

資本剰余金 5,811 5,811

利益剰余金 1,200 1,337

自己株式 △26 △25

株主資本合計 15,019 15,156

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1 13

為替換算調整勘定 △325 △269

評価・換算差額等合計 △324 △255

少数株主持分 621 663

純資産合計 15,315 15,564

負債純資産合計 23,832 23,743
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 5,031 5,339

売上原価 3,735 4,127

売上総利益 1,295 1,212

販売費及び一般管理費 1,182 1,097

営業利益 112 114

営業外収益   

受取利息 4 0

スクラップ売却益 4 5

負ののれん償却額 26 －

その他 12 8

営業外収益合計 47 15

営業外費用   

支払利息 43 30

その他 9 17

営業外費用合計 52 47

経常利益 107 81

特別利益   

貸倒引当金戻入額 6 －

固定資産売却益 0 0

役員退職慰労引当金戻入額 1 －

特別利益合計 7 0

特別損失   

固定資産除却損 3 8

固定資産売却損 0 －

投資有価証券評価損 23 －

特別損失合計 26 8

税金等調整前四半期純利益 88 73

法人税、住民税及び事業税 20 42

法人税等調整額 1 2

法人税等合計 22 44

少数株主損益調整前四半期純利益 － 29

少数株主損失（△） △9 △7

四半期純利益 76 37
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 88 73

減価償却費 452 449

負ののれん償却額 △26 0

有形固定資産除却損 3 8

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14 △6

賞与引当金の増減額（△は減少） △130 △35

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6 △6

退職給付引当金の増減額（△は減少） 49 7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △193 7

受取利息及び受取配当金 △5 △2

支払利息 43 30

リース用資産の中古販売による売上原価 26 27

固定資産売却損益（△は益） 0 0

投資有価証券評価損益（△は益） 23 －

為替差損益（△は益） 0 0

売上債権の増減額（△は増加） 1,020 △346

たな卸資産の増減額（△は増加） 48 9

その他の資産の増減額（△は増加） 12 △19

仕入債務の増減額（△は減少） △934 △273

前受リース収益の増減額（△は減少） △344 20

その他の負債の増減額（△は減少） △57 △6

その他 0 0

小計 55 △64

利息及び配当金の受取額 5 2

利息の支払額 △45 △30

法人税等の支払額 △44 △63

営業活動によるキャッシュ・フロー △28 △154

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 △178 △146

定期預金の払戻による収入 202 146

リース用資産取得による支出 △177 △396

社用資産の取得による支出 △30 △7

社用資産の売却による収入 1 1

投資有価証券の取得による支出 0 0

子会社株式の取得による支出 △1 －

子会社出資金の取得による支出 － △22

投資その他の資産の増減額（△は増加） 5 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △178 △419
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30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） △156 285

長期借入れによる収入 50 －

長期借入金の返済による支出 △586 △193

セール・アンド・リースバックによる収入 － 619

リース債務の返済による支出 △57 △99

自己株式の取得による支出 0 0

配当金の支払額 △173 △173

少数株主への配当金の支払額 － △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △925 432

現金及び現金同等物に係る換算差額 4 △8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,127 △149

現金及び現金同等物の期首残高 2,483 1,163

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,356 1,013
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(４) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
 

(５) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 
前第２四半期連結累計期間 （自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年９月 30 日） 

当社の企業集団は仮設建物、ユニットハウス及びこれらに付随する什器備品類等のリース及び販売と

いう単一の事業を営んでおり、事業の種類別セグメント情報は作成しておりません。 
 

【所在地別セグメント情報】 
前第２四半期連結累計期間 （自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年９月 30 日） 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が 90％を超えているため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 
前第２四半期連結累計期間 （自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年９月 30 日） 

海外売上高が、連結売上高の 10％未満であるため、記載を省略しております。 

 

【ゼグメント情報】 
（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第 17 号 

平成 21 年３月 27 日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第 20 号 平成 20 年３月 21 日）を適用しております。 

 

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、

高経営意思決定機関である取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検

討を行う対象となっているものであります。 

当社グループは、仮設建物、ユニットハウス及びこれらに附随する什器備品類等のリース並びに販売

という単一の事業を営んでおり、国内においては当社が、中華人民共和国（以下中国という）において

は５社（非連結子会社１社を含む）の子会社がそれぞれ担当しております。各子会社はそれぞれ独立し

た経営単位であり、福州、北京、西安、上海の各地域において事業活動を展開しております。 

したがって当社は、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」及

び「中国」の２つを報告セグメントとしております。 

 
２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間（自 平成 22 年４月１日 至 平成 22 年９月 30 日） (単位：百万円) 

 報告セグメント 
調整額 四半期連結損益

計算書計上額 日 本 中 国 計 
売上高      
(1) 外部顧客への売上高 5,061 278 5,339 ― 5,339 
(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 ― 2 2 △2 ― 

計 5,061 281 5,342 △2 5,339 
セグメント利益 113 1 114 0 114 
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３．報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容 

（差異調整に関する事項） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成 22 年４月１日 至 平成 22 年９月 30 日） (単位：百万円) 
利益 金額 

報告セグメント計 
調整額 
 セグメント間取引消去 

114 

0 
（0）

四半期連結損益計算書の営業利益 114 
 

(６) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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