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1.  平成23年2月期第3四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年11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2月期第3四半期 30,379 △0.9 2,349 45.0 2,493 32.2 1,457 90.4
22年2月期第3四半期 30,644 ― 1,620 ― 1,886 ― 765 ―

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2月期第3四半期 35.93 ―
22年2月期第3四半期 18.87 ―

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2月期第3四半期 77,460 61,496 79.4 1,516.61
22年2月期 74,502 60,682 81.4 1,496.27

（参考） 自己資本   23年2月期第3四半期  61,496百万円 22年2月期  60,682百万円

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2月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
23年2月期 ― 0.00 ―
23年2月期 

（予想）
15.00 15.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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  有   

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 40,000 1.1 2,800 33.3 3,000 24.2 1,600 112.1 39.46



(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きの対象外であり、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きは終了しておりません。 

※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。なお、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「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「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 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2月期3Q 47,841,297株 22年2月期  47,841,297株
② 期末自己株式数 23年2月期3Q  7,292,565株 22年2月期  7,285,833株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Q 40,551,520株 22年2月期3Q 40,562,085株
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当第３四半期連結累計期間（平成22年３月１日～平成22年11月30日）におけるわが国経済は、企業収益
の改善や政府による消費刺激策が一定の効果をあげるなど、回復の兆しも見え始めましたが、円高の進行
と長期化は外需依存度の高いわが国経済を直撃し、設備投資意欲や雇用状況等も総じて好転せず、景気は
足踏み状態から脱却できない状態が続きました。 
 こうした状況のもと、建機事業につきましては公共事業・民需ともに厳しい環境下、経営資源を都市部
へ集中させるとともに、保有貸与資産の売却や賃貸原価の徹底した削減に取組み、同業他社に負けない体
質づくりに注力した結果、売上高は前年同期比微減となりましたものの、利益面では増益となりました。
次に商事事業につきましては需要の減少に歯止めがかからず、大幅な減収となりました。一方、不動産事
業につきましては、前連結会計年度に購入いたしました賃貸不動産の稼働が期初より寄与したことを主因
に増収・増益となりました。 
 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は303億79百万円（前年同期比0.9%減）と若干の減少
となりました。利益面につきましては、売上高は減少したものの、賃貸原価の低減に伴う売上総利益率の
上昇等により、営業利益は23億49百万円（前年同期比45.0%増）、経常利益は24億93百万円（前年同期比
32.2%増）といずれも前年同期を大幅に上回ることができました。さらに四半期純利益は、前年同期に計
上いたしました繰延税金資産の取崩しがないことから、14億57百万円（前年同期比90.4%増）を計上する
ことができました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は774億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ29億57
百万円増加しました。 
 一方、負債は159億63百万円となり、前連結会計年度末に比べ21億43百万円増加しました。 
 また、純資産は、利益剰余金の増加などにより614億96百万円と前連結会計年度末に比べ８億14百万円
増加となりました。 
 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末から2.0ポイント下降し79.4%となり、１株当たり純資産
額は1,516円61銭となりました。  

  

当第３四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、前連結会計年
度末と比べ４億57百万円減少し、114億85百万円となりました。 
 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つぎのとおりであり
ます。  

  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動による資金の増加は、46億16百万円（前年同期は26億86百万円の増加）となりました。主な要

因は、税金等調整前四半期純利益25億78百万円、減価償却費15億５百万円など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） 
投資活動による資金の減少は、37億30百万円（前年同期は24億円の減少）となりました。主な要因は、

有形固定資産の取得による支出41億１百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入７億30百万円など
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） 
財務活動による資金の減少は、13億39百万円（前年同期は12億82百万円の減少）となりました。主な要

因は、配当金の支払額６億６百万円などによるものであります。  
  

通期の業績予想につきましては、 近の業績動向を踏まえ、売上高が予想を上回り推移していること、
また、利益面におきましても売上原価低減を主因として、営業利益、経常利益及び当期純利益ともに上回
る見込みとなることから、平成22年９月24日公表の連結業績予想を修正いたします。 

  
  

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

(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

②キャッシュ・フローの状況

(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。 
  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等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

と認められるため、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 
当第３四半期連結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、前連結会計年度末の実

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。 
  

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固定資産については、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場合には、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、前連結会計年度末以降に経済環境等に著
しい変化があるか、または、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、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・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したもの
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

(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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11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２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,185 11,443

受取手形及び売掛金 14,679 13,549

商品及び製品 2,904 3,438

原材料及び貯蔵品 88 202

その他 1,100 1,667

貸倒引当金 △950 △697

流動資産合計 29,008 29,605

固定資産

有形固定資産

貸与資産（純額） 2,299 2,092

賃貸不動産（純額） 30,983 27,634

土地 4,508 4,508

その他（純額） 4,079 4,216

有形固定資産合計 41,871 38,451

無形固定資産 549 498

投資その他の資産

投資有価証券 3,846 3,854

その他 2,515 2,459

貸倒引当金 △330 △366

投資その他の資産合計 6,030 5,947

固定資産合計 48,451 44,897

資産合計 77,460 74,502

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,508 5,317

未払法人税等 839 384

賞与引当金 19 181

その他 2,764 2,324

流動負債合計 10,132 8,208

固定負債

社債 10 20

退職給付引当金 40 35

役員退職慰労引当金 840 809

その他 4,940 4,747

固定負債合計 5,831 5,612

負債合計 15,963 13,820
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11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２月28日)

純資産の部

株主資本

資本金 12,208 12,208

資本剰余金 13,717 13,717

利益剰余金 40,803 39,954

自己株式 △2,979 △2,977

株主資本合計 63,749 62,903

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △162 △129

土地再評価差額金 △2,091 △2,091

評価・換算差額等合計 △2,253 △2,221

純資産合計 61,496 60,682

負債純資産合計 77,460 74,502
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年11月30日)

売上高 30,644 30,379

売上原価 24,462 23,317

割賦販売未実現利益繰入額 282 301

割賦販売未実現利益戻入額 150 193

売上総利益 6,049 6,954

販売費及び一般管理費 4,429 4,604

営業利益 1,620 2,349

営業外収益

受取利息 109 95

受取配当金 37 38

投資有価証券売却益 45 －

その他 124 62

営業外収益合計 316 196

営業外費用

支払利息 34 40

その他 15 11

営業外費用合計 49 52

経常利益 1,886 2,493

特別利益

固定資産売却益 5 3

貸倒引当金戻入額 329 －

匿名組合清算益 － 142

その他 9 4

特別利益合計 344 150

特別損失

固定資産売却損 － 0

固定資産除却損 10 1

投資有価証券売却損 － 11

投資有価証券評価損 － 52

貸倒引当金繰入額 29 －

損害賠償金 89 －

過年度損益修正損 101 －

特別損失合計 232 65

税金等調整前四半期純利益 1,998 2,578

法人税、住民税及び事業税 897 1,328

法人税等調整額 336 △206

法人税等合計 1,233 1,121

四半期純利益 765 1,457
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年11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 1,998 2,578

減価償却費 1,351 1,505

のれん償却額 78 78

貸倒引当金の増減額（△は減少） △294 217

賞与引当金の増減額（△は減少） △184 △161

退職給付引当金の増減額（△は減少） △0 5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 30 30

受取利息及び受取配当金 △146 △134

支払利息 34 40

有形固定資産除売却損益（△は益） 5 △2

投資有価証券売却損益（△は益） △51 11

投資有価証券評価損益（△は益） － 52

匿名組合清算益 － △142

損害賠償損失 89 －

過年度損益修正損 101 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,211 △1,083

たな卸資産の増減額（△は増加） △179 648

仕入債務の増減額（△は減少） △1,648 1,190

その他 1,422 529

小計 3,821 5,363

利息及び配当金の受取額 163 134

利息の支払額 △34 △40

法人税等の支払額 △1,263 △840

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,686 4,616

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） 300 －

有形固定資産の取得による支出 △4,421 △4,101

有形固定資産の売却による収入 5 4

投資有価証券の取得による支出 △147 △225

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,864 730

貸付けによる支出 △38 △89

貸付金の回収による収入 21 24

その他 15 △75

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,400 △3,730

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △36 －

社債の償還による支出 △10 △10

リース債務の返済による支出 △150 △163

設備関係割賦債務の返済による支出 △472 △556

自己株式の取得による支出 △5 △2

配当金の支払額 △606 △606

その他 0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,282 △1,339

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △997 △457

現金及び現金同等物の期首残高 13,500 11,943

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,502 11,485
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該当事項はありません。 

 前第３四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日) 

 
  (注) １ 事業の種類別セグメントは、内部管理上採用している区分によっております。 

  ２ 各事業の主要な内容は次のとおりであります。 

  (1) 建機事業      土木・建設機械等の製造、販売並びにレンタル 

  (2) 商事事業      建設資材、商業設備、住宅設備、映像・音響機器等の販売並びにレンタル 

  (3) 不動産事業     商業用不動産の賃貸・売買、戸建・分譲等 

  ３ 有形固定資産の耐用年数の変更 

     法人税法の改正を契機に、当第１四半期連結会計期間より機械及び装置の耐用年数の見直しを行い、耐

用年数を変更しております。この変更によるセグメントに与える影響は軽微であります。 
  
 当第３四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30日) 

 
  (注) １ 事業の種類別セグメントは、内部管理上採用している区分によっております。 

  ２ 各事業の主要な内容は次のとおりであります。 

  (1) 建機事業      土木・建設機械等の製造、販売並びにレンタル 

  (2) 商事事業      建設資材、商業設備、住宅設備、映像・音響機器等の販売並びにレンタル 

  (3) 不動産事業     商業用不動産の賃貸・売買、戸建・分譲等 

   前第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日） 

   重要な在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

   当第３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30日） 

   重要な在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

   前第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日） 

   海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

   当第３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30日） 

   海外売上高が連結売上高の10％未満のため、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

 【事業の種類別セグメント情報】

建機事業 
(百万円)

商事事業
(百万円)

不動産事業
(百万円)

計(百万円)
消去又は 
全社 

(百万円)
連結(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

19,617 8,771 2,255 30,644 ― 30,644

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 19,617 8,771 2,255 30,644 ― 30,644

営業利益 807 162 650 1,620 ― 1,620

建機事業 
(百万円)

商事事業
(百万円)

不動産事業
(百万円)

計(百万円)
消去又は 
全社 

(百万円)
連結(百万円)

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

19,575 7,768 3,034 30,379 ― 30,379

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 19,575 7,768 3,034 30,379 ― 30,379

営業利益 1,012 197 1,138 2,349 ― 2,349

 【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
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