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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 7,114 △6.1 △234 ― △286 ― △343 ―
22年3月期第3四半期 7,572 △22.0 118 △60.4 94 △62.6 48 △72.5

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3四半期 △9.88 ―
22年3月期第3四半期 1.38 ―

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3四半期 23,365 14,701 60.3 404.78
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3四半期  14,085百万円 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」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3Q 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3Q  144,285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3Q 34,801,021株 22年3月期3Q 34,806,472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３四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、新卒

者の内定率が過去 低を記録するなど雇用・所得環境は改善されず、依然としてデフレ状態からは脱却で

きておりません。 

また、急速な円高による輸出関連企業の減速もあり。先行き不透明な状況が続きました。 

当社グループを取り巻く環境といたしましても、国内の民間設備投資は低迷を続けており、厳しい需要

環境のなか、新規顧客の開拓に努めるとともに、外注費や経費の削減等、業績の回復に注力いたしました

が、売上高の落ち込みによる利益の減少をカバーするまでには至りませんでした。 

以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は 7,114 百万円（前年同四半期比 6.1％減）、営業損失は 234

百万円（前年同四半期は 118 百万円の営業利益）、経常損失は 286 百万円（前年同四半期は 94 百万円の経

常利益）、四半期純損失は 343 百万円（前年同四半期は 48 百万円の四半期純利益）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３四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 378 百万円減少し、23,365 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減少 677 百万円であります。 

 

負債の部 

当第３四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 484 百万円増加し、8,663 百万円とな

りました。理由の主なものは社債（１年内償還予定を含む）の増加 500 百万円であります。 

 

純資産の部 

当第３四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 862 百万円減少し、14,701 百万円と

なりました。理由の主なものは剰余金の配当 348 百万円であります。 

 

キャッシュ・フローの状況 

当第３四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、544 百万円の収入となり、前年同

四半期に比べ 177 百万円収入が増加いたしました。主な理由は、前受リース収益の増減額が 498 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、688 百万円の支出となり、前年同四半期に比べ 341 百万円支出

が増加いたしました。主な理由は、リース用資産の取得による支出が 313 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 659 百万円の収入となり、前年同四半期に比べ 2,068 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３四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 498 百万円増加し、1,661 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、依然として先行きの不透明感が強いことから、現時点で

は期初の公表予想数値を据え置いております。なお、今後の進捗状況により業績予想の修正の必要性が生

じた場合には速やかにお知らせいたします。 

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損失（△）」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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 1,942 1,444

受取手形及び売掛金 7,214 7,892

商品及び製品 122 110

仕掛品 11 21

原材料及び貯蔵品 247 266

その他 257 266

貸倒引当金 △59 △69

流動資産合計 9,737 9,932

固定資産   

有形固定資産   

リース用資産（純額） 4,371 4,966

建物及び構築物（純額） 2,438 2,570

土地 4,982 4,982

リース資産（純額） 1,128 555

その他（純額） 117 124

有形固定資産合計 13,039 13,200

無形固定資産 200 218

投資その他の資産   

投資有価証券 99 113

その他 261 264

投資その他の資産合計 360 377

固定資産合計 13,600 13,795

繰延資産 27 16

資産合計 23,365 23,743

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,901 2,335

短期借入金 640 508

1年内償還予定の社債 200 500

リース債務 245 121

未払法人税等 58 79

前受リース収益 1,845 1,941

賞与引当金 5 75

役員賞与引当金 1 8

設備関係支払手形 24 4

その他 517 458

流動負債合計 5,440 6,034
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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12月31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 1,600 800

長期借入金 125 230

リース債務 723 359

繰延税金負債 66 69

退職給付引当金 600 589

役員退職慰労引当金 108 96

固定負債合計 3,223 2,144

負債合計 8,663 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 645 1,337

自己株式 △26 △25

株主資本合計 14,463 15,156

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5 13

為替換算調整勘定 △383 △269

評価・換算差額等合計 △378 △255

少数株主持分 615 663

純資産合計 14,701 15,564

負債純資産合計 23,365 23,743
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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４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 7,572 7,114

売上原価 5,668 5,732

売上総利益 1,904 1,382

販売費及び一般管理費 1,786 1,616

営業利益又は営業損失（△） 118 △234

営業外収益   

受取利息 5 2

スクラップ売却益 5 5

負ののれん償却額 26 －

その他 17 12

営業外収益合計 55 21

営業外費用   

支払利息 61 43

その他 18 29

営業外費用合計 79 73

経常利益又は経常損失（△） 94 △286

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5 －

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 9

固定資産売却損 0 －

投資有価証券評価損 24 －

特別損失合計 28 9

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

72 △295

法人税、住民税及び事業税 30 48

法人税等調整額 2 1

法人税等合計 32 50

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △345

少数株主損失（△） △7 △1

四半期純利益又は四半期純損失（△） 48 △343
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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４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

72 △295

減価償却費 672 684

負ののれん償却額 △26 △0

有形固定資産除却損 3 9

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13 △6

賞与引当金の増減額（△は減少） △147 △70

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12 △7

退職給付引当金の増減額（△は減少） 73 11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △189 11

受取利息及び受取配当金 △7 △4

支払利息 61 43

リース用資産の中古販売による売上原価 35 34

固定資産売却損益（△は益） △0 △0

投資有価証券評価損益（△は益） 24 －

為替差損益（△は益） 0 0

売上債権の増減額（△は増加） 1,239 731

たな卸資産の増減額（△は増加） 55 0

その他の資産の増減額（△は増加） 35 △8

仕入債務の増減額（△は減少） △795 △373

前受リース収益の増減額（△は減少） △579 △81

その他の負債の増減額（△は減少） △36 △18

その他 △1 0

小計 465 660

利息及び配当金の受取額 7 5

利息の支払額 △61 △42

法人税等の支払額 △44 △78

営業活動によるキャッシュ・フロー 366 544

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 △343 △656

社用資産の取得による支出 △35 △16

社用資産の売却による収入 2 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） 8 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △346 △688
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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） △193 280

長期借入れによる収入 50 －

長期借入金の返済による支出 △873 △253

社債の発行による収入 － 1,000

社債の償還による支出 － △500

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 △87 △160

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △296 △300

少数株主への配当金の支払額 △7 △4

その他 － △19

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,409 659

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,389 498

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 1,094 1,661
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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３四半期連結累計期間 （自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年 12 月 31 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３四半期連結累計期間 （自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年 12 月 31 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３四半期連結累計期間 （自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年 12 月 31 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３四半期連結累計期間（自 平成 22 年４月１日 至 平成 22 年 12 月 31 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 6,701 413 7,114 ― 7,114 

(2) セグメント間の内部売

上高又は振替高 
― 2 2 △2 ― 

計 6,701 415 7,116 △2 7,114 

セグメント利益又は損失(△) △236 1 △234 0 △234 
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３．報告セグメントの利益又は損失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３四半期連結累計期間（自 平成 22 年４月１日 至 平成 22 年 12 月 31 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 

△234 

0 

（0）

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △234 

 

(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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