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1. 平成24年2月期第１四半期の連結業績（平成23年3月1日～平成23年5月31日）

 (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 ％

24年2月期第１四半期 10,078 1.2 1,097 16.6 1,116 13.7 465 △16.8

23年2月期第１四半期 9,956 △6.5 941 23.5 982 13.7 559 △4.7

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

24年2月期第１四半期 11 48 ―

23年2月期第１四半期 13 79 ―

 (2) 連結財政状態

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

24年2月期第１四半期 78,074 61,629 78.9 1,520 23

23年2月期 78,943 61,945 78.5 1,527 89

(参考) 自己資本 24年2月期第１四半期 61,629百万円 23年2月期 61,945百万円

2. 配当の状況

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

23年2月期 ― 0 00 ― 17 00 17 00

24年2月期 ―

24年2月期(予想) 0 00 ― 17 00 17 00

3. 平成24年2月期の連結業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 20,000 2.3 1,500 △2.7 1,550 △6.0 750 △16.2 18 50

通期 41,000 1.7 3,150 10.1 3,300 8.8 1,800 2.3 44 39



  

 
(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。 

 
(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。 

 
(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。 

 
  

  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おりませ

ん。 

  

 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、業績予想に関しましては、【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.3「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規 －社 (社名           )、除外 －社 (社名            )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年2月期1Ｑ 47,841,297株 23年2月期 47,841,297株

② 期末自己株式数 24年2月期1Ｑ 7,301,330株 23年2月期 7,298,004株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年2月期1Ｑ 40,542,021株 23年2月期1Ｑ 40,554,372株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結会計期間（平成23年３月１日～平成23年５月31日）におけるわが国経済は、平成23年
３月11日に発生した東日本大震災及び原発事故により、東日本を中心に生産活動の中断を余儀なくされる
等、大打撃を被りました。特に自動車や電子機器の部品工場の多くが操業停止となり、わが国はもとよ
り、世界中の企業に影響を及ぼすというかつてない国難に瀕しました。また、依然として解決の道筋が見
えない原発事故は一層の手詰まり感を増幅させており、本格的な復旧・復興にはなお、しばらく時間を要
するものと考えております。 
 こうした状況のもと、当社グループの主力事業である建機事業は、 大の需要期である期初の３月に発
生した震災に伴い公共工事の中断という事態に見舞われたことなどにより、売上高は62億94百万円に止ま
りました。商事事業におきましては、一部の商業設備関係の売上が伸長したことにより、売上高は28億95
百万円を計上することができました。また不動産事業は前期までに購入しました賃貸不動産の収入が寄与
し、売上高は８億88百万円を計上することができました。 
 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は100億78百万円（前年同期比1.2%増）となりまし
た。利益面につきましては、建機事業を主として売上総利益率が好転したことにより、営業利益は10億97
百万円（前年同期比16.6%増）、経常利益は11億16百万円（前年同期比13.7%増）を計上することができま
した。しかし、当社仙台支店（仙台市宮城野区）が被災したことや一部の賃貸機械の滅失・流失等による
災害による損失として１億96百万円、並びに会計処理基準の変更による資産除去債務会計基準の適用に伴
う影響額を45百万円計上したことにより、四半期純利益は４億65百万円（前年同期比16.8%減）となりま
した。 
  
  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は780億74百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億69
百万円減少しました。これは、主に「受取手形及び売掛金」が５億80百万円減少したことによるもので
す。 
 負債合計は164億44百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億53百万円減少しました。これは、主に
「支払手形及び買掛金」が６億18百万円減少したことによるものです。 
 純資産合計は、配当金支払に伴う利益剰余金の減少などにより616億29百万円と前連結会計年度末に比
べ３億15百万円減少しました。 
 以上の結果、自己資本比率は78.9%、１株当たり純資産額は1,520円23銭となりました。 
  

当第１四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94百万円減少し、127億75百万円となりました。 
 当第１四半期連結会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、10億56百万円(前年同期は17億89百万円の増加）となりました。主な要

因は、税金等調整前四半期純利益８億73百万円、減価償却費５億70百万円、法人税等の支払額９億43百万
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、２億80百万円（前年同期は38億２百万円の減少）となりました。主な要

因は、投資有価証券の取得による支出２億４百万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、８億69百万円（前年同期は７億63百万円の減少）となりました。主な要

因は、配当金の支払額５億79百万円などによるものであります。 
  

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
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当第１四半期の業績は、特別損失の計上により四半期純利益は、前年同期を下回りましたものの、今後
の建機事業に対する需要増を考慮いたしまして、平成24年２月期の連結業績予想につきましては、平成23
年４月８日の決算発表時に公表いたしました数値と変更ありません。  
  

  

該当事項はありません。 
  

１．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１四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１四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。 
  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
該当事項はありません。 
  

１．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」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。 
この変更により、営業利益及び経常利益に与える影響はそれぞれ軽微であり、税金等調整前四半期純利
益は46百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は66百万
円であります。  

  

２．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）に基づく「財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する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）の適用により、当第１四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
目で表示しております。  

  

  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

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１四半期連結会計期間末
(平成23年５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23年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,475 12,569

受取手形及び売掛金 14,026 14,606

商品 2,717 2,754

貯蔵品 41 53

その他 1,024 997

貸倒引当金 △703 △677

流動資産合計 29,582 30,305

固定資産

有形固定資産

貸与資産（純額） 2,656 2,610

賃貸不動産（純額） 30,704 30,843

土地 4,508 4,508

その他（純額） 3,816 3,903

有形固定資産合計 41,686 41,866

無形固定資産 589 607

投資その他の資産

投資有価証券 4,118 4,095

その他 2,396 2,374

貸倒引当金 △298 △305

投資その他の資産合計 6,216 6,164

固定資産合計 48,492 48,638

資産合計 78,074 78,943

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,653 7,271

未払法人税等 450 992

賞与引当金 311 152

その他 2,925 2,612

流動負債合計 10,340 11,028

固定負債

退職給付引当金 46 53

役員退職慰労引当金 858 850

その他 5,198 5,065

固定負債合計 6,104 5,969

負債合計 16,444 16,998
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年５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23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 40,882 41,106

自己株式 △2,983 △2,981

株主資本合計 63,825 64,050

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △104 △13

土地再評価差額金 △2,091 △2,091

評価・換算差額等合計 △2,195 △2,104

純資産合計 61,629 61,945

負債純資産合計 78,074 78,943
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(2) 四半期連結損益計算書

【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年５月31日)

売上高 9,956 10,078

売上原価 7,505 7,466

割賦販売未実現利益繰入額 120 130

割賦販売未実現利益戻入額 75 96

売上総利益 2,405 2,577

販売費及び一般管理費 1,463 1,479

営業利益 941 1,097

営業外収益

受取利息 34 22

受取配当金 3 4

その他 19 23

営業外収益合計 57 51

営業外費用

支払利息 13 15

その他 3 17

営業外費用合計 17 32

経常利益 982 1,116

特別利益

固定資産売却益 0 0

その他 4 1

特別利益合計 4 1

特別損失

固定資産売却損 － 0

固定資産除却損 0 1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 45

災害による損失 － 196

特別損失合計 0 243

税金等調整前四半期純利益 986 873

法人税、住民税及び事業税 521 421

法人税等調整額 △95 △13

法人税等合計 426 408

少数株主損益調整前四半期純利益 － 465

四半期純利益 559 465
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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１四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年５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 986 873

減価償却費 478 570

のれん償却額 26 26

貸倒引当金の増減額（△は減少） 24 19

賞与引当金の増減額（△は減少） 195 159

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1 △7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10 8

受取利息及び受取配当金 △38 △27

支払利息 13 15

有形固定資産除売却損益（△は益） 0 1

投資有価証券売却損益（△は益） － △1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 45

災害による損失 － 196

売上債権の増減額（△は増加） 534 580

たな卸資産の増減額（△は増加） 63 48

仕入債務の増減額（△は減少） △224 △618

その他 12 101

小計 2,084 1,992

利息及び配当金の受取額 38 22

利息の支払額 △13 △15

法人税等の支払額 △319 △943

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,789 1,056

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 △3,813 △104

有形固定資産の売却による収入 1 0

投資有価証券の取得による支出 △0 △204

投資有価証券の売却及び償還による収入 26 30

貸付けによる支出 △16 △3

貸付金の回収による収入 4 10

その他 △4 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,802 △280

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △53 △59

設備関係割賦債務の返済による支出 △187 △228

自己株式の取得による支出 △1 △1

配当金の支払額 △522 △579

財務活動によるキャッシュ・フロー △763 △869

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,777 △94

現金及び現金同等物の期首残高 11,943 12,869

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,165 12,775
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該当事項はありません。 

    

 前第１四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31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１四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31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１四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31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。 

    

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、当社グループ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、取締役会において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、取扱い商品を基準として、社内業績管理単位ごとの事業部を置き、「建機事業」

「商事事業」「不動産事業」を報告セグメントとしております。 

  

各報告セグメントの内容は次のとおりであります。 

 (1) 建機事業     土木・建設機械等の販売及びレンタルを行っております。 

 (2) 商事事業   商業設備、音響機器、遊戯機械、建設資材、住宅設備等の販売を行っております。 

 (3) 不動産事業   不動産(商業用ビル、マンション等)の賃貸、戸建・分譲等の販売を行っております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報等

 【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

6,717 2,494 744 9,956 ― 9,956

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 6,717 2,494 744 9,956 ― 9,956

  営業利益 582 66 292 941 ― 941

 【所在地別セグメント情報】

 【海外売上高】

 【セグメント情報】
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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１四半期連結累計期間(自  平成23年３月１日  至  平成23年５月31日) 

 
(注) １．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

２．セグメント間の内部売上高又は振替高は市場価格に基づいております。 

  

(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。 

  

該当事項はありません。 

  

報告セグメント

調整額 
（百万円）

四半期連結損
益計算書計上
額（百万円）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)

売上高

 (1) 外部顧客への売上高 6,294 2,895 888 10,078 ― 10,078

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 11 ― 11 △11 ―

計 6,294 2,906 888 10,090 △11 10,078

セグメント利益 645 102 349 1,097 ― 1,097

(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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