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(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、業績管理を年次で行っているため、開示しておりません。
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(百万円未満切捨て)

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）

（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 4,389 △0.2 121 ― 165 ― 148 ―

23年３月期第１四半期 4,399 △0.1 △41 ― △32 ― △4 ―

(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 147百万円(―％) 23年３月期第１四半期 △31百万円(―％)

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 4.44 ―

23年３月期第１四半期 △0.14 ―

（２）連結財政状態

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 28,893 7,366 25.5

23年３月期 29,266 7,227 24.7

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 7,366百万円  23年３月期 7,227百万円

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３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

 24年３月期 ―

 24年３月期(予想) 0.00 ― 2.00 2.00

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)

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) ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 17,000 1.0 150 ― 150 ― 100 ― 2.99



  

 

 

 
  

  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連結業績見通し等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表日現在入手し

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。 

４．その他（詳細は、【添付資料】P.3「２.サマリー情報(その他)に関する事項」をご覧ください。）

（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

結の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
 

 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

（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３月期１Ｑ 34,294,400株 23年３月期 34,294,400株

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 899,314株 23年３月期 898,809株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 33,395,203株 23年３月期１Ｑ 33,399,019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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、本年３月に発生した東日本大震災の影響により企

業の生産活動や個人消費が低迷するなかで、デフレや雇用情勢の悪化懸念が残る不透明な状況で推移し

ました。 

 当社グループを取り巻く建設業界におきましては、震災後の復旧・復興工事発注の遅れもあり、公共

建設投資や民間設備投資が減少し、依然として厳しい状況が続きました。 

 このような経営環境のもと、当社グループでは東日本大震災の津波により被災した、仙台ヤードの早

期再開に注力する一方、前期末に公表しました原価や販管費の削減を中心とした経営合理化策により、

収益基盤の強化を図るとともに、賃貸価格、販売価格の適正化や工事受注強化に取り組んでまいりまし

た。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高43億８千９百万円（前年同四半期比９百万

円、0.2％減）、営業利益１億２千１百万円（同１億６千３百万円増）、経常利益１億６千５百万円

（同１億９千８百万円増）、四半期純利益１億４千８百万円（同１億５千２百万円増）となりました。

セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

①重仮設事業 

前連結会計年度と同様に、需要と価格の低迷が続き、売上高は34億９千３百万円（前年同四半期比５

百万円、0.2％減）とほぼ横ばいとなりましたが、前期に実施した経営合理化策により売上原価及び販

管費が削減されたため、セグメント利益は２億７千８百万円（同１億７千６百万円、174.3％増）と増

益となりました。 

②重仮設工事事業 

受注工事案件の小口化と価格の低迷により、売上高は４億５千２百万円（同２千３百万円、4.9％

減）、セグメント損失は１千８百万円（同１千７百万円の損失増）となりました。 

③土木・上下水道施設工事等事業 

前連結会計年度と同様に、厳しい受注環境が続きましたが、上下水道工事の小口案件が増加したた

め、売上高は４億４千４百万円（同１千９百万円、4.7％増）、セグメント利益は２千９百万円（同１

千１百万円、60.6％増）と増収増益となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間の総資産は、建設機材の減少額１億５千９百万円、未成工事支出金の減少

額６千８百万円、受取手形及び売掛金の減少額４千２百万円などにより、前期末比３億７千３百万円減

の288億９千３百万円となりました。 

負債の部は、長期借入金の増加額３億６千８百万円や支払手形及び買掛金の増加額１億９千４百万円

がありましたが、短期借入金の減少額10億７千３百万円が上回ったため、前期末比５億１千１百万円減

の215億２千７百万円となりました。 

純資産の部は、四半期純利益１億４千８百万円の計上などにより、前期末比１億３千８百万円増の73

億６千６百万円となり、自己資本比率は0.8ポイント増の25.5％となりました。 

  

現時点において、平成23年５月２日公表の平成24年３月期の通期連結業績予想に変更はありません。

１．当四半期決算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

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

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

動）

（２） 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３） 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

丸紅建材リース㈱　（9763）　平成24年３月期　第１四半期決算短信

－3－



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 1,326 1,263

受取手形及び売掛金 7,427 7,384

建設機材 8,592 8,433

商品 16 30

材料貯蔵品 329 332

未成工事支出金 185 117

その他 177 150

貸倒引当金 △113 △95

流動資産合計 17,941 17,616

固定資産

有形固定資産

土地 8,105 8,105

その他（純額） 1,237 1,183

有形固定資産合計 9,343 9,288

無形固定資産

その他 14 11

無形固定資産合計 14 11

投資その他の資産

その他 2,439 2,446

貸倒引当金 △471 △469

投資その他の資産合計 1,967 1,976

固定資産合計 11,325 11,277

資産合計 29,266 28,893
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,334 5,529

短期借入金 10,683 9,610

未払法人税等 5 12

引当金 219 155

その他 1,055 1,130

流動負債合計 17,298 16,437

固定負債

長期借入金 3,111 3,479

引当金 314 300

その他 1,315 1,310

固定負債合計 4,741 5,090

負債合計 22,039 21,527

純資産の部

株主資本

資本金 2,651 2,651

資本剰余金 924 924

利益剰余金 2,275 2,415

自己株式 △124 △124

株主資本合計 5,727 5,866

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △27 △31

土地再評価差額金 1,672 1,672

為替換算調整勘定 △144 △141

その他の包括利益累計額合計 1,500 1,499

純資産合計 7,227 7,366

負債純資産合計 29,266 28,893
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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 4,399 4,389

売上原価 3,849 3,763

売上総利益 549 626

販売費及び一般管理費 591 505

営業利益又は営業損失（△） △41 121

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 5 4

持分法による投資利益 33 51

貸倒引当金戻入額 － 18

その他 12 8

営業外収益合計 51 82

営業外費用

支払利息 36 33

その他 5 4

営業外費用合計 42 38

経常利益又は経常損失（△） △32 165

特別利益

貸倒引当金戻入額 11 －

投資有価証券売却益 － 0

特別利益合計 11 0

特別損失

固定資産除却損 1 －

特別損失合計 1 －

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（△）

△21 166

法人税、住民税及び事業税 18 18

法人税等調整額 △35 △0

法人税等合計 △16 17

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△4 148

四半期純利益又は四半期純損失（△） △4 148
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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又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△4 148

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △39 △4

持分法適用会社に対する持分相当額 12 3

その他の包括利益合計 △26 △0

四半期包括利益 △31 147

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △31 147

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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) 

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 

 
  

２. 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) 

 
(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社の管理部門に係る費用であります。 

  

３. 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 

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

【セグメント情報】

(単位：百万円)

報告セグメント

合計

重仮設 重仮設工事
土木・上下水道
施設工事等

計

売上高

  外部顧客への売上高 3,498 475 424 4,399 4,399

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ － － － －

計 3,498 475 424 4,399 4,399

セグメント利益又は損失（△) 101 △0 18 119 119

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 119

全社費用(注) △161

四半期連結損益計算書の営業損失（△) △41
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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 

 
  

２. 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) 

 
(注)  全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社の管理部門に係る費用であります。 

  

３. 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 

該当事項はありません。 

  

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） 

該当事項はありません。 

(単位：百万円)

報告セグメント

合計

重仮設 重仮設工事
土木・上下水道
施設工事等

計

売上高

  外部顧客への売上高 3,493 452 444 4,389 4,389

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ － － － －

計 3,493 452 444 4,389 4,389

セグメント利益又は損失（△) 278 △18 29 289 289

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 289

全社費用(注) △167

四半期連結損益計算書の営業利益 121

（５） 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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