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1.  平成22年12月期第3四半期の業績（平成22年1月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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12月期第3四半期 3,285 △1.6 78 ― 2 ― △15 ―
21年12月期第3四半期 3,337 ― △318 ― △410 ― △457 ―

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12月期第3四半期 △2.20 ―
21年12月期第3四半期 △64.86 ―

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12月期第3四半期 6,572 1,067 16.2 150.65
21年12月期 7,477 1,080 14.5 152.41

（参考） 自己資本   22年12月期第3四半期  1,067百万円 21年12月期  1,080百万円

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

21年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年12月期 ― 0.00 ―
22年12月期 

（予想）
3.00 3.00

3.  平成22年12月期の業績予想（平成22年1月1日～平成22年12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 4,500 △3.6 270 ― 160 ― 120 ― 16.92



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】 P3 「その他の情報」をご覧ください。）

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） 22年12月期3Q 7,112,020株 21年12月期  7,112,020株
② 期末自己株式数 22年12月期3Q  23,273株 21年12月期  20,393株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期3Q  7,090,005株 21年12月期3Q 7,053,376株

※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きの対象外であります。なお、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レビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
前頁の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数
値と異なる可能性があります。 
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（１）経営成績に関する定性的情報

当第３四半期累計期間（平成22年1月1日から平成22年9月30日まで）におけるわが国経済は、政府による緊急経

済対策の効果や新興国を中心とした輸出の回復などにより上向く兆しが見え始めました。しかしながら、急激な

円高や依然として続くデフレ傾向を背景に、実体経済は先行き不透明感が払拭できない状況で推移いたしまし

た。

当社の主たる需要先である建設業界を取り巻く環境は、公共工事の大幅な縮減傾向が続くとともに、民間設備投

資も伸び悩む状況にあり、依然として厳しい環境となっておりました。

このような状況の下、当社といたしましては、主に維持補修工事に使用される建設機械の賃貸拡大を目指した営

業展開を進めてまいりました。しかしながら、当第３四半期累計期間の売上高につきましては厳しい建設市場の

影響によって賃貸料収入が減少したことで、32億85百万円（前年同四半期比1.6％減）となりました。

利益面につきましては、当事業年度を初年度とする３か年の中期経営計画に基づき経営資源の集中及びローコス

ト経営の徹底を実践した結果、営業利益78百万円（前年同四半期は３億18百万円の営業損失）、経常利益２百万

円（前年同四半期は４億10百万円の経常損失）となりました。また、減損損失を計上したことなどにより、四半

期純損失15百万円（前年同四半期は４億57百万円の四半期純損失）となりました。

（２）財政状態に関する定性的情報

１．資産・負債・純資産の変動状況

（流動資産）

当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は、前事業年度末と比べて３億88百万円減少し、当四半期会計

期間末には14億99百万円となりました。主な要因といたしましては、現金及び預金が１億46百万円、受取手形が

71百万円、売掛金が１億15百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。

（固定資産）

当第３四半期会計期間末における固定資産の残高は、前事業年度末と比べて５億16百万円減少し、当四半期会計

期間末には50億73百万円となりました。主な要因といたしましては、賃貸資産の機械及び装置が４億81百万円減

少したことなどによるものであります。

（流動負債）

当第３四半期会計期間末における流動負債の残高は、前事業年度末と比べて２億11万円減少し、当四半期会計期

間末には28億40百万円となりました。主な要因といたしましては、支払手形が58百万円、買掛金が28百万円、短

期借入金が50百万円、未払金が66百万円それぞれ減少、賞与引当金が39百万円増加したことなどによるものであ

ります。

（固定負債）

当第３四半期会計期間末における固定負債の残高は、前事業年度末と比べて６億79百万円減少し、当四半期会計

期間末には26億64百万円となりました。主な要因といたしましては、長期借入金が４億２百万円、社債が２億

円、長期未払金が72百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。

（純資産）

当第３四半期会計期間末における純資産の残高は、前事業年度末と比べて12百万円減少し、当四半期会計期間末

には10億67百万円となりました。主な要因といたしましては、利益剰余金が15百万円減少したことなどによるも

のであります。

２．キャッシュ・フローの状況

当第３四半期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。）は前事業年度末と比べて１億69

百万円減少し、３億14百万円となりました。

（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８億26百万円（前年同四半期は３億47百万円の獲得）となりました。これは主に

税引前四半期純損失13百万円に資金の増加要因である減価償却費６億20百万円、減損損失８百万円、賞与引当金

の増加額39百万円、売上債権の減少額１億86百万円と、資金の減少要因である仕入債務の減少額87百万円などを

反映したものであります。

（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93百万円（前年同四半期は２億74百万円の使用）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76百万円、定期預金等の純減額18百万円など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）

財務活動の結果使用した資金は、９億３百万円（前年同四半期は91百万円の獲得）となりました。これは主に借

入金の純減額４億53百万円、社債の償還による支出２億円、割賦債務の支払額２億49百万円などによるものであ

ります。

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（３）業績予想に関する定性的情報

通期の業績見通しにつきましては、平成22年２月19日「平成21年12月期 決算短信 (非連結)」にて公表いたしま

した数値に変更はございません。

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

簡便な会計処理

（一般債権の貸倒見積高の算定方法）

当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた

め、前事業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。

（棚卸資産の評価方法）

当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎と

して合理的な方法により算定する方法によっております。

また、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ものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行う方法によっております。

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

該当事項はありません。

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要

当第３四半期会計期間において、新たに発生したリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

（継続企業の前提に関する重要事象等）

当社は、当第３四半期会計期間において、前事業年度に引き続き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよ

うな状況は存在しておりますが、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しており、四半

期財務諸表には注記しておりません。

当第３四半期会計期間におきましても、平成21年11月16日付で公表いたしました「中期経営計画の策定につい

て」にて謳っております施策を引き続き推し進めておりますが、当社の収益の季節的な変動要因として、４月以

降は工事量が減少する傾向が見られ、当第３四半期会計期間においても同様の状況が継続したことで損失を計上

することとなり、累計期間においても四半期純損失を計上するに至りました。しかしながら、当社の収益構造と

して第４四半期会計期間は工事量が増加する期間にあたるため、計画に沿った利益を確保し、今期の業績回復に

向けて邁進してまいります。

なお、継続企業の前提に関する重要事象等を解消するために、平成22年２月19日付「平成21年12月期決算短信

(非連結)」の５頁に記載しております取り組みを第４四半期会計期間も引き続き推し進めてまいります。

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 658,820 804,909

受取手形 189,999 261,152

売掛金 571,525 687,275

商品 8,016 7,410

貯蔵品 5,039 6,029

繰延税金資産 58,101 55,676

その他 22,708 83,781

貸倒引当金 △14,900 △18,600

流動資産合計 1,499,311 1,887,633

固定資産

有形固定資産

賃貸資産

機械及び装置（純額） 2,104,459 2,585,765

その他の賃貸資産（純額） 444,324 449,140

賃貸資産合計 2,548,784 3,034,905

社用資産

建物（純額） 415,167 409,233

土地 1,724,967 1,733,086

その他の社用資産（純額） 123,895 139,306

社用資産合計 2,264,030 2,281,626

有形固定資産合計 4,812,815 5,316,532

無形固定資産 31,892 31,892

投資その他の資産

その他 285,754 295,076

貸倒引当金 △56,827 △53,767

投資その他の資産合計 228,927 241,308

固定資産合計 5,073,635 5,589,734

資産合計 6,572,947 7,477,368
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 254,696 313,301

買掛金 129,558 158,406

短期借入金 1,743,100 1,793,675

1年内償還予定の社債 200,000 200,000

未払金 350,532 416,787

未払法人税等 7,502 3,227

賞与引当金 39,049 －

その他 115,829 166,645

流動負債合計 2,840,268 3,052,044

固定負債

社債 300,000 500,000

長期借入金 1,613,064 2,015,887

長期未払金 741,541 813,748

その他 10,142 14,825

固定負債合計 2,664,748 3,344,460

負債合計 5,505,016 6,396,505

純資産の部

株主資本

資本金 720,929 720,929

資本剰余金 193,878 193,878

利益剰余金 165,869 181,501

自己株式 △3,145 △2,926

株主資本合計 1,077,531 1,093,382

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,178 △1,813

繰延ヘッジ損益 △7,421 △10,706

評価・換算差額等合計 △9,600 △12,519

純資産合計 1,067,930 1,080,863

負債純資産合計 6,572,947 7,477,368
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（２）四半期損益計算書
（第３四半期累計期間）

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 3,337,654 3,285,551

売上原価 2,610,396 2,369,494

売上総利益 727,257 916,057

販売費及び一般管理費 1,045,294 837,282

営業利益又は営業損失（△） △318,036 78,774

営業外収益

受取利息 1,041 519

受取配当金 360 314

損害保険受取額 3,953 9,610

受取賃貸料 2,700 2,700

その他 2,643 8,613

営業外収益合計 10,699 21,758

営業外費用

支払利息 93,245 94,387

社債発行費 4,817 －

事故復旧損失 2,738 2,396

その他 2,237 1,025

営業外費用合計 103,037 97,810

経常利益又は経常損失（△） △410,374 2,722

特別損失

固定資産売却損 508 435

固定資産除却損 1,454 7,261

減損損失 1,023 8,368

事業所閉鎖損 3,885 －

特別損失合計 6,871 16,065

税引前四半期純損失（△） △417,246 △13,343

法人税、住民税及び事業税 40,237 2,289

四半期純損失（△） △457,484 △15,632
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（第３四半期会計期間）

（単位：千円）

前第３四半期会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第３四半期会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 1,072,456 1,065,659

売上原価 868,917 800,008

売上総利益 203,539 265,650

販売費及び一般管理費 352,920 274,281

営業損失（△） △149,381 △8,630

営業外収益

受取利息 298 161

受取配当金 72 111

損害保険受取額 1,246 3,100

受取賃貸料 900 900

その他 574 1,946

営業外収益合計 3,091 6,219

営業外費用

支払利息 31,830 29,694

社債発行費 4,817 －

事故復旧損失 699 896

その他 1,463 143

営業外費用合計 38,811 30,734

経常損失（△） △185,100 △33,145

特別損失

固定資産除却損 853 6,178

減損損失 1,023 －

特別損失合計 1,876 6,178

税引前四半期純損失（△） △186,976 △39,323

法人税、住民税及び事業税 125,636 1,411

四半期純損失（△） △312,612 △40,734
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成21年１月１日
至 平成21年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年１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

税引前四半期純損失（△） △417,246 △13,343

減価償却費 690,779 620,425

減損損失 1,023 8,368

長期前払費用償却額 129 77

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,810 △640

賞与引当金の増減額（△は減少） 14,255 39,049

受取利息及び受取配当金 △1,402 △833

支払利息 93,245 94,387

有形固定資産売却損益（△は益） 508 435

有形固定資産除却損 1,454 7,261

事業所閉鎖損 3,885 －

売上債権の増減額（△は増加） 451,874 186,902

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,730 383

仕入債務の増減額（△は減少） △243,918 △87,453

未払消費税等の増減額（△は減少） △73,412 39,390

その他 △68,074 34,796

小計 459,021 929,208

利息及び配当金の受取額 1,505 989

利息の支払額 △92,665 △97,987

法人税等の支払額 △20,765 △5,726

営業活動によるキャッシュ・フロー 347,094 826,483

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 △175,675 △76,886

有形固定資産の売却による収入 51,600 335

投資有価証券の取得による支出 △1,544 △1,473

貸付けによる支出 △1,050 △1,800

貸付金の回収による収入 － 1,809

差入保証金の差入による支出 △1,062 △1,284

差入保証金の回収による収入 5,191 4,830

定期預金等の預入による支出 △429,746 △462,387

定期預金等の満期等による収入 277,540 443,846

出資金の払込による支出 △100 △100

投資活動によるキャッシュ・フロー △274,846 △93,108

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） 239,000 90,000

長期借入れによる収入 970,000 340,000

長期借入金の返済による支出 △1,093,595 △883,397

社債の償還による支出 － △200,000

社債の発行による収入 194,942 －

株式の発行による収入 22 －

自己株式の取得による支出 △188 △218

配当金の支払額 △21,431 －

割賦債務の支払額 △197,430 △249,388

財務活動によるキャッシュ・フロー 91,318 △903,004

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 163,566 △169,629

現金及び現金同等物の期首残高 467,647 484,257

現金及び現金同等物の四半期末残高 631,214 314,628
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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）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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