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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 3,203 16.0 △384 ― △406 ― △263 ―
23年3月期第1四半期 2,761 16.7 △642 ― △661 ― △412 ―

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 △34.17 ―
23年3月期第1四半期 △53.44 ―

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 25,147 10,764 42.8 1,394.88
23年3月期 26,319 11,193 42.5 1,450.52
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  10,764百万円 23年3月期  11,193百万円

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 ― 20.00 20.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 20.00 20.00

3.  平成24年3月期の業績予想（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) 6,890 1.7 △340 ― △380 ― △250 ― △32.40
通期 15,500 1.7 620 13.6 550 21.8 230 23.2 29.80



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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 8,115,068 株 23年3月期 8,115,068 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 397,948 株 23年3月期 397,948 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 7,717,120 株 23年3月期1Q 7,719,310 株

※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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 業績予想につきましては、平成23年５月12日に公表いたしました予想から修正を行っておりません。 
 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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間における我が国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災による甚大な被害及び

原子力発電所事故による電力不足、放射能汚染の影響、不安定な政局運営等、経済的並びに社会的に深刻な問題が

収束しない状況で推移し、一方、ユーロ圏の財政問題の再燃、円高の進行等、厳しい状況で推移致しました。 

 このような状況の下、当社の主力ユーザーである建設業界におきましては、本州被災地域の復旧・復興に伴う需

要の拡大及び北海道におきましても民間工事は慎重な姿勢が続いている状況の中、公共工事の前倒発注により増加

いたしました。 

 当社は、この状況を踏まえ、アクティオグループとのシナジーを更に拡大すると共に、被災地に向け迅速且つス

ピーディーにレンタル機械の新規購入及び北海道からの移動を実施すると同時に、人員の支援を最大限推進し、復

旧・復興及び売上拡大に努めてまいりました。 

その結果、売上高は3,203百万円（前年同期比16.0%増、442百万円の増収）となり、営業損失384百万円（258百

万円の改善）、経常損失406百万円（254百万円の改善）、四半期純損失263百万円（148百万円の改善）となりまし

た。 

（売上高の季節的変動要因） 

当社の売上高の約９割を占める建機レンタル部門は、７～12月にかけて需要が集中することが通例となっており

ます。このため当第１四半期会計期間の売上高は他の四半期会計期間と比較して低くなる傾向にあります。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

（総資産の状況） 

 当第１四半期会計期間末における総資産は前事業年度末に比べ1,172百万円減少し25,147百万円となりました。

（資産の状況） 

 流動資産は前事業年度末に比べ1,230百万円減少し8,577百万円となりました。主な内訳は繁忙期の売上代金回収

に伴う受取手形及び売掛金の減少743百万円であります。 

固定資産は前事業年度末に比べ57百万円増加し16,569百万円となりました。主な内訳は賃貸用資産の増強による

増加111百万円であります。 

（負債の状況） 

 流動負債は前事業年度末に比べ292百万円減少し7,389百万円となりました。主な内訳は法人税納付による未払法

人税等の減少199百万円であります。 

固定負債は前事業年度末に比べ450百万円減少し6,993百万円となりました。主な内訳は返済による長期借入金の

減少367百万円であります。 

（純資産の状況） 

 以上の結果純資産は、前事業年度末に比べ429百万円減少し10,764百万円となり、当第１四半期会計期間末の自

己資本比率は43%、１株当たり純資産は1,395円となりました。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期決算短信（平成23年５月12日公表）において発表いたしました業績予想に変更はありません。 

  

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

   該当事項はありません。 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

   該当事項はありません。 

  

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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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,860,268 3,734,602

受取手形及び売掛金 4,099,712 3,356,650

商品及び製品 82,490 98,757

原材料及び貯蔵品 378,710 499,038

その他の流動資産 501,698 994,873

貸倒引当金 △114,793 △106,494

流動資産合計 9,808,086 8,577,428

固定資産   

有形固定資産   

賃貸用資産   

簡易建物（純額） 2,438,996 2,477,344

賃貸用機械装置（純額） 1,481,005 1,664,306

土留パネル（純額） 48,120 39,009

賃貸用車両・運搬具（純額） 1,008,306 1,033,285

リース資産（純額） 3,783,108 3,656,781

賃貸用資産合計 8,759,537 8,870,726

自社用資産   

建物（純額） 1,591,820 1,570,327

土地 5,105,218 5,105,218

その他（純額） 338,532 339,022

自社用資産合計 7,035,571 7,014,567

有形固定資産合計 15,795,108 15,885,294

無形固定資産 300,736 299,825

投資その他の資産   

投資有価証券 139,100 119,748

関係会社株式 10,000 10,000

長期前払費用 76,255 59,461

繰延税金資産 24,297 29,996

保険積立金 24,955 25,333

その他 187,591 183,072

貸倒引当金 △46,252 △43,021

投資その他の資産 415,948 384,591

固定資産合計 16,511,793 16,569,711

資産合計 26,319,880 25,147,139
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,756,715 2,660,610

設備関係支払手形 144,572 338,093

買掛金 606,978 599,156

短期借入金 1,615,833 1,515,313

リース債務 866,867 850,872

未払金 1,132,960 1,179,006

未払法人税等 217,567 17,693

預り金 8,441 9,596

未払消費税等 66,261 5,330

賞与引当金 113,136 53,326

株主優待経費引当金 3,234 4,042

その他の流動負債 148,895 156,029

流動負債合計 7,681,464 7,389,072

固定負債   

長期借入金 2,590,660 2,223,191

長期設備関係支払手形 43,143 35,794

役員退職慰労引当金 171,817 174,464

リース債務 2,974,796 2,848,417

長期未払金 1,664,168 1,711,759

固定負債合計 7,444,586 6,993,627

負債合計 15,126,051 14,382,699

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,013,011 3,013,011

資本剰余金 2,367,521 2,367,521

利益剰余金 6,061,536 5,643,471

自己株式 △247,833 △247,833

株主資本合計 11,194,235 10,776,170

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △406 △11,730

評価・換算差額等合計 △406 △11,730

純資産合計 11,193,829 10,764,440

負債純資産合計 26,319,880 25,147,139
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 2,761,315 3,203,893

売上原価 2,700,111 2,891,989

売上総利益 61,203 311,904

販売費及び一般管理費 704,132 696,582

営業損失（△） △642,928 △384,677

営業外収益   

受取利息 2,875 2,140

受取配当金 1,200 1,064

賃貸料 8,176 3,014

その他 20,091 19,085

営業外収益合計 32,344 25,304

営業外費用   

支払利息 50,191 45,833

その他 1,002 1,718

営業外費用合計 51,193 47,551

経常損失（△） △661,777 △406,924

特別利益   

株式割当益 3,904 －

その他 781 －

特別利益合計 4,686 －

特別損失   

固定資産除却損 780 1,356

投資有価証券評価損 － 637

特別損失合計 780 1,993

税引前四半期純損失（△） △657,871 △408,918

法人税、住民税及び事業税 17,300 15,584

法人税等調整額 △262,651 △160,779

法人税等合計 △245,351 △145,195

四半期純損失（△） △412,520 △263,722
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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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