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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 18,149 △10.2 77 △92.7 58 △94.1 37 △90.8
23年3月期第1四半期 20,221 1.6 1,057 ― 989 ― 407 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 54百万円 （△84.7％） 23年3月期第1四半期 355百万円 （―％）

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 1.02 ―
23年3月期第1四半期 11.18 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 83,773 25,672 30.6
23年3月期 85,340 25,910 30.4
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  25,672百万円 23年3月期  25,910百万円

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) 33,000 △17.0 △300 ― △500 ― △300 ― △8.24
通期 74,000 △5.9 1,600 △3.7 1,300 △14.1 700 △35.9 19.23
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(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  ：  無  

(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 
上記の予想は、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、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合が
あります。業績予想の前提となる仮定等については、四半期決算短信［添付資料] 2ページ 「(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

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 36,436,125 株 23年3月期 36,436,125 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 30,361 株 23年3月期 30,162 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 36,405,797 株 23年3月期1Q 36,406,899 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第1四半期累計期間（平成23年4月～平成23年6月）（以下、「当第1四半期」という。）にお

ける建設業界は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響による企業活動の停滞や電力不

足の懸念等から、計画されていた民間設備投資や公共工事の一部が先送りされるなど、先行きの

見えない経営環境で推移いたしました。 

 このような経営環境のもとで、当企業集団は採算性を重視した受注活動を行うなど、収益力の

向上に努めてまいりましたが、当第1四半期における連結売上高は181億49百万円（前年同期比

10.2％減）となりました。また、利益面におきましては、経常利益で58百万円（前年同期比94.1%

減）、四半期純利益は37百万円（前年同期比90.8%減）となりました。 

  

 セグメント別の概況は、以下のとおりであります。  

（仮設鋼材事業）  

 仮設鋼材事業におきましては、震災や原発対応による一時的な需要があったものの、全国的に

建設需要が大きく低迷したため、売上数量が減少し、売上高は161億61百万円（前年同期比12.8％

減）となり、経常損失1億66百万円（前年同期は経常利益10億14百万円）の計上を余儀なくされま

した。 

  

（建設機械事業） 

 建設機械事業におきましては、震災復興関連により、発電機や高所作業車の稼働率が上昇する

とともに、これまで値下がりが続いていたレンタル料単価が底入れとなったこともあり、売上高

は27億14百万円（前年同期比5.1％増）となりました。 

 また、平成22年3月期に実施した事業再編を含む抜本的収益改善策等の効果もあり、経常利益は

2億77百万円（前年同期比312.6％増）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産の状況 

 当第1四半期末における資産の部は、前連結会計年度末と比較して15億67百万円（1.8％）減少

し、837億73百万円となりました。 

 これは主に、受取手形及び売掛金が23億13百万円減少したことによるものであります。 

②負債の状況 

 当第1四半期末における負債の部は、前連結会計年度末と比較して13億30百万円（2.2％）減少

し、581億1百万円となりました。 

 これは主に、リース債務が6億17百万円減少し、支払手形及び買掛金が5億82百万円減少したこ

とによるものであります。 

③純資産の状況 

 当第1四半期末における純資産の部は、前連結会計年度末と比較して2億37百万円（0.9％）減少

し、256億72百万円となりました。 

 これは主に、四半期純利益37百万円を計上した一方で、前期末配当金2億91百万円（1株当たり8

円）の支払いを実施したことによるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当企業集団をとりまく経営環境は、建設投資の行方が震災による影響を受け、厳しい状況が続

くものと想定しております。 

 このような経営環境において、当企業集団は引き続き賃貸単価の改善を 重点課題と位置付

け、鋼材市況価格の動向を注視し、適正単価の確保に向けて粘り強い価格交渉を継続してまいり

ます。 

 なお、今後の震災復興が当企業集団に与える具体的な影響は、復興計画が定まっていないこと

もあり、予測が困難な状況であります。  

 また、今後の建設需要全体の動向につきましても不透明感が拭えない状況にあります。 

 このため、連結業績予想につきましては、平成23年4月28日に公表いたしました数値を据え置い

ております。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



２．四半期連結財務諸表 
（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 3,302 3,399

受取手形及び売掛金 27,680 25,367

建設仮設材 23,306 23,534

商品 1,719 2,602

製品 493 493

仕掛品 243 154

原材料及び貯蔵品 380 346

その他 1,584 1,646

貸倒引当金 △549 △649

流動資産合計 58,158 56,890

固定資産   

有形固定資産   

賃貸用建設機械(純額） 347 376

建物及び構築物（純額） 3,542 3,471

土地 13,318 13,311

リース資産（純額） 3,712 3,457

その他（純額） 1,121 1,051

有形固定資産合計 22,040 21,666

無形固定資産 421 491

投資その他の資産   

投資有価証券 2,254 2,305

その他 3,132 2,989

貸倒引当金 △665 △568

投資その他の資産合計 4,722 4,726

固定資産合計 27,183 26,883

資産合計 85,340 83,773



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,780 22,198

短期借入金 25,250 25,250

リース債務 2,884 2,745

未払法人税等 78 104

賞与引当金 485 751

引当金 226 166

その他 1,993 1,625

流動負債合計 53,696 52,837

固定負債   

リース債務 3,182 2,705

再評価に係る繰延税金負債 2,204 2,201

引当金 333 346

その他 16 12

固定負債合計 5,734 5,264

負債合計 59,431 58,101

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,398 4,398

資本剰余金 4,596 4,596

利益剰余金 18,230 17,980

自己株式 △14 △14

株主資本合計 27,209 26,959

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 174 191

土地再評価差額金 △1,473 △1,477

その他の包括利益累計額合計 △1,299 △1,286

純資産合計 25,910 25,672

負債純資産合計 85,340 83,773



（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 20,221 18,149

売上原価 16,356 15,038

売上総利益 3,865 3,111

販売費及び一般管理費 2,808 3,034

営業利益 1,057 77

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 3 3

投資有価証券売却益 1 －

持分法による投資利益 27 22

固定資産処分益 55 1

貸倒引当金戻入額 5 64

その他 30 14

営業外収益合計 120 104

営業外費用   

支払利息 168 112

手形売却損 10 7

その他 10 4

営業外費用合計 189 123

経常利益 989 58

特別損失   

減損損失 9 6

特別退職金 205 －

特別損失合計 214 6

税金等調整前四半期純利益 775 52

法人税、住民税及び事業税 50 95

法人税等調整額 318 △80

法人税等合計 368 14

少数株主損益調整前四半期純利益 407 37

少数株主利益 － －

四半期純利益 407 37



（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 407 37

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △52 17

その他の包括利益合計 △52 17

四半期包括利益 355 54

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 355 54

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 該当事項はありません。  

  

Ⅰ 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） 

１．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 

（単位：百万円）

（注）１  セグメント利益の調整額は、連結調整△93百万円であります。  

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。  

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

  該当事項はありません。 

  

（のれんの金額の重要な変動） 

  該当事項はありません。 

  

（重要な負ののれん発生益） 

  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）セグメント情報等

  仮設鋼材 建設機械 合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結損益 
計算書計上額 
（注）２ 

売上高           

外部顧客への売上高  18,169  2,052  20,221  －  20,221

セグメント間の内部売上高又は
振替高 

 371  530  902  △902  －

計  18,540  2,583  21,123  △902  20,221

セグメント利益  1,014  67  1,081  △93  989



Ⅱ 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） 

１．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 

（単位：百万円）

（注）１  セグメント利益又は損失（△）の調整額は、連結調整△53百万円であります。  

２  セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。  

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

  該当事項はありません。 

  

（のれんの金額の重要な変動） 

  該当事項はありません。 

  

（重要な負ののれん発生益） 

  該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。  

  仮設鋼材 建設機械 合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結損益 
計算書計上額 
（注）２ 

売上高           

外部顧客への売上高  15,866  2,283  18,149  －  18,149

セグメント間の内部売上高又は
振替高 

 295  431  726  △726  －

計  16,161  2,714  18,875  △726  18,149

セグメント利益又は損失（△）  △166  277  111  △53  58

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



３．補足情報

（１）連結業績（セグメント別前年同期比較）

第1四半期 第1四半期

(2010/4～2010/6)(2011/4～2011/6) 増減額 増減率(%)

20,221 18,149 △2,072 △10.2

仮設鋼材事業 18,540 16,161 △2,379 △12.8

建設機械事業 2,583 2,714 131 5.1

調整額 △902 △726 176

売上原価 △16,356 △15,038 1,318

売上総利益 3,865 3,111 △754 △19.5

（利益率％） 19.1 17.1

販売費及び一般管理費 △2,808 △3,034 △226

営業利益 1,057 77 △980 △92.7

（利益率％） 5.2 0.4

営業外収益 120 104 △16

営業外費用 △189 △123 66

経常利益 989 58 △930 △94.1

（利益率％） 4.9 0.3

仮設鋼材事業 1,014 △166 △1,180 －

建設機械事業 67 277 210 312.6

調整額 △93 △53 40

特別利益  －  －  －

特別損失 △214 △6 207

税金等調整前当期純利益 775 52 △723 △93.3

（利益率％） 3.8 0.3

税金費用 △368 △14 353

当期純利益 407 37 △370 △90.8

（利益率％） 2.0 0.2

(注)

※1　セグメント売上の調整額はセグメント間の内部売上高又は振替高の消去額であり、

セグメント利益の調整額は連結調整であります。

売上高

（単位：百万円）

2011年３月期 2012年３月期
前年同期比

※1

※1



（２）連結貸借対照表（前期末比較）

2011年３月期 2012年３月期

2011/3末 2011/6末 増減額 増減率(%)

流動資産 58,158 56,890 △1,267 △2.2

現金及び預金 3,302 3,399 97 2.9

受取手形及び売掛金 27,680 25,367 △2,313 △8.4

たな卸資産 26,141 27,128 987 3.8

その他 1,584 1,646 62 3.9

貸倒引当金 △549 △649 △100 －

固定資産 27,183 26,883 △300 △1.1

有形固定資産 22,040 21,666 △374 △1.7

賃貸用建設機械 347 376 28 8.1

建物及び構築物 3,542 3,471 △71 △2.0

土地 13,318 13,311 △6 △0.0

リース資産 3,712 3,457 △254 △6.8

その他 1,121 1,051 △70 △6.2

無形固定資産 421 491 70 16.5

投資その他の資産 4,722 4,726 4 0.1

投資有価証券 2,254 2,305 51 2.2

その他 3,132 2,989 △144 △4.6

貸倒引当金 △665 △568 97 －

資産合計 85,340 83,773 △1,567 △1.8

2011年３月期 2012年３月期

2011/3末 2011/6末 増減額 増減率(%)

流動負債 53,696 52,837 △859 △1.6

支払手形及び買掛金 22,780 22,198 △582 △2.6

短期借入金 25,250 25,250 － －

リース債務 2,884 2,745 △140 △4.8

未払法人税等 78 104 25 32.3

引当金 710 917 206 29.0

その他 1,993 1,625 △369 △18.5

固定負債 5,734 5,264 △471 △8.2

リース債務 3,182 2,705 △478 △15.0

再評価に係る繰延税金負債 2,204 2,201 △3 △0.1

引当金 333 346 13 4.0

その他 16 12 △4 △23.6

負債合計 59,431 58,101 △1,330 △2.2

株主資本 27,209 26,959 △250 △0.9

資本金 4,398 4,398 － －

資本剰余金 4,596 4,596 － －

利益剰余金 18,230 17,980 △250 △1.4

自己株式 △14 △14 △0 －

その他の包括利益累計額 △1,299 △1,286 13 －

その他有価証券評価差額金 174 191 17 9.7

土地再評価差額金 △1,473 △1,477 △4 －

純資産合計 25,910 25,672 △237 △0.9

負債純資産合計 85,340 83,773 △1,567 △1.8

（単位：百万円）

前期末比

前期末比
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