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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 7,184 △2.5 57 ― 132 836.8 405 ―
23年3月期第1四半期 7,368 △0.5 △50 ― 14 ― 9 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 364百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △47百万円 （―％）

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3月期第1四半期 22.72 ―
23年3月期第1四半期 0.52 ―

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3月期第1四半期 43,141 14,361 33.3 804.98
23年3月期 43,578 14,139 32.5 792.53
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  14,361百万円 23年3月期  14,139百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 8.00 8.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 12,500 △7.9 △195 ― △95 ― 300 ― 16.81
通期 27,000 △6.8 510 ― 710 246.6 805 ― 45.11



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注） 詳細は、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当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）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 18,864,930 株 23年3月期 18,864,930 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,024,804 株 23年3月期 1,023,456 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 17,840,817 株 23年3月期1Q 17,845,350 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、本年３月に発生した東日本大震災の影響による経済活動の停

滞、福島第一原子力発電所事故による夏場の電力供給不足への懸念等、景気の先行きは依然として不透明感が増す

状況となりました。 

当重仮設業界におきましても、依然として公共建設投資及び民間建設市場は低調に推移し、競争激化による賃

貸・販売単価も低水準で推移するなど、総じて厳しい経営環境が続きました。 

また、震災により当社におきましては、東北の一部営業・生産拠点が被災し、当初は営業及び操業を停止してお

りましたが、平成23年７月26日現在、営業拠点においては通常業務を再開し、生産拠点においても一部を除き操業

を再開しております。 

このような状況下、当社では賃貸・販売単価及び工事受注単価の引き上げ等、採算の改善に注力するとともに、

旧福岡工場の売却、更に継続的な在庫圧縮による資金の効率化・稼働率向上・コスト削減等、企業収益の改善と企

業体質の強化を図ってまいりました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は71億84百万円（前年同期比2.5％減）、

営業利益は57百万円（前年同四半期は営業損失50百万円）、経常利益は１億32百万円（前年同期比836.8％増）、

四半期純利益は４億５百万円（前年同四半期は四半期純利益９百万円）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における資産は、431億41百万円（前連結会計年度末比４億37百万円の減少）とな

りました。 

これは主に、受取手形及び売掛金12億５百万円の増加があったものの、賃貸用機材10億50百万円、土地３億31百

万円、現金及び預金２億29百万円が減少したことによるものです。  

当第１四半期連結会計期間末における負債は、287億80百万円（前連結会計年度末比６億58百万円の減少）とな

りました。 

これは主に、１年以内返済予定の長期借入金６億48百万円、短期借入金２億45百万円の増加があったものの、長

期借入金７億15百万円、支払手形及び買掛金５億１百万円、流動負債のその他３億２百万円が減少したことによる

ものです。 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、143億61百万円（前連結会計年度末比２億21百万円の増加）と

なりました。 

これは主に、利益剰余金２億62百万円が増加したことによるものです。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、第２四半期以降も不透明な経営環境が続くと予想されますが、当第１四半期の業

績は概ね計画通りに推移しており、前回公表（平成23年５月13日）の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績

予想に修正はありません。 

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用して

おります。 

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,880 2,651

受取手形及び売掛金 11,586 12,791

商品 329 484

賃貸用機材 17,203 16,152

未成工事支出金 161 160

繰延税金資産 627 627

その他 455 324

貸倒引当金 △83 △81

流動資産合計 33,161 33,112

固定資産   

有形固定資産   

土地 6,337 6,005

その他（純額） 2,747 2,617

有形固定資産合計 9,084 8,622

無形固定資産 299 314

投資その他の資産   

投資有価証券 717 677

その他 377 474

貸倒引当金 △61 △61

投資その他の資産合計 1,033 1,091

固定資産合計 10,417 10,028

資産合計 43,578 43,141

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,866 8,364

短期借入金 11,423 11,668

1年内返済予定の長期借入金 1,653 2,301

未成工事受入金 134 120

役員賞与引当金 1 4

災害損失引当金 42 31

資産除去債務 53 29

その他 1,411 1,268

流動負債合計 23,586 23,789

固定負債   

長期借入金 4,423 3,707

負ののれん 897 784

資産除去債務 85 99

その他 445 399

固定負債合計 5,852 4,990

負債合計 29,438 28,780
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,226 3,226

資本剰余金 3,036 3,036

利益剰余金 8,043 8,306

自己株式 △205 △205

株主資本合計 14,100 14,363

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 39 △2

その他の包括利益累計額合計 39 △2

純資産合計 14,139 14,361

負債純資産合計 43,578 43,141
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 7,368 7,184

売上原価 6,496 6,294

売上総利益 872 890

販売費及び一般管理費 923 832

営業利益又は営業損失（△） △50 57

営業外収益   

受取利息及び配当金 7 8

負ののれん償却額 112 112

その他 23 17

営業外収益合計 142 138

営業外費用   

支払利息 72 62

手形流動化手数料 1 －

その他 3 1

営業外費用合計 78 63

経常利益 14 132

特別利益   

固定資産売却益 31 452

会員権処分益 5 38

貸倒引当金戻入額 10 －

特別利益合計 47 490

特別損失   

固定資産除売却損 0 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 30 －

会員権評価損 － 0

災害による損失 － 31

特別損失合計 30 31

税金等調整前四半期純利益 30 590

法人税等 21 185

少数株主損益調整前四半期純利益 9 405

四半期純利益 9 405
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 9 405

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △56 △41

その他の包括利益合計 △56 △41

四半期包括利益 △47 364

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △47 364

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。  

該当事項はありません。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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