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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 3,097 1.0 △104 ― △127 ― △84 ―
23年3月期第2四半期 3,066 △2.6 5 ― △22 ― △7 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △90百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △39百万円 （―％）

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2四半期 △16.91 ―
23年3月期第2四半期 △1.58 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 8,374 3,252 38.8
23年3月期 8,606 3,403 39.5
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  3,252百万円 23年3月期  3,403百万円

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 ― 12.00 12.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 12.00 12.00

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、対前期増減率）

（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

通期 7,250 8.1 365 0.4 315 8.1 142 41.2 28.42



(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
四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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） 
  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ご利用にあたっての注意事項等については、添付資料２
ページ「１．当四半期決算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」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2Q 5,000,000 株 23年3月期 5,000,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 3,988 株 23年3月期 3,988 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 4,996,012 株 23年3月期2Q 4,996,798 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後の停滞期を脱し、回復基調になりつつありま

す。しかし、ギリシャの債務危機や米欧景気の減速など世界経済において不安定要素が懸念されており、円高基調

も変わらず景気の先行きは不透明な状況が続いております。  

 当社グループが関連する工事用保安用品業界におきましては、震災関連の復旧工事があり東北地域で需要が増加

しておりますが、これによる公共事業予算を確保するため、他の地域においては予算の施行が減速したため伸び悩

み、厳しい状況が続いております。                                   

 この様な状況下、東北地域の需要に対応するため、レンタルへの商品投入、仕入単価の低減、経費削減に努力し

てまいりましたが、レンタルへの商品投入が予定より多くなったことと工事開始現場が減少にあり、既存のレンタ

ル商品の回転率が低下いたしました。                                  

 この結果、当第２四半期連結累計期間の連結業績は、売上高3,097百万円（対前年同期比1.0％増）、営業損失

104百万円（前年同期は５百万円の利益）、経常損失127百万円（前年同期は22百万円の損失）、四半期純損失84百

万円（前年同期は７百万円の損失）となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して231百万円減少し8,374百万円となりま

した。この主な要因は、現金及び預金の減少167百万円、受取手形及び売掛金の減少203百万円、リース資産の増加

135百万円、投資有価証券の減少72百万円によるものであります。 

（負債）  

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較して81百万円減少し5,121百万円となりま

した。この主な要因は、支払手形及び買掛金の減少71百万円、借入金の減少90百万円、未払法人税等の減少54百万

円、リース債務の増加148百万円であります。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産の部は、前連結会計年度末と比較して150百万円減少し3,252百万円となり

ました。この主な要因は、当四半期純損失84百万円、配当金の支払59百万円であります。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループを取り巻く事業環境は、東北地域での需要増がある一方、これによる予算施行の減速があり、引き

続き厳しい状況になっております。 

これらにより、第２四半期連結累計期間の業績予想と実績値に差異が発生いたしました。詳細につきましては、

本日平成23年10月28日公表の「第２四半期累計期間業績予想と実績値との差異に関するお知らせ」をご参照下さ

い。なお、平成24年３月期業績予想につきましては、引き続き当社グループを取り巻く環境は厳しいと予想されま

すが、第２四半期までに投入したレンタル商品が回転し、工事を開始する現場が順調に出てくると予想しており、

現時点では据え置きといたします。 

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）四半期連結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。 

  

  

（３）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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該当事項はありません。 

  

  

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,583,445 2,415,703

受取手形及び売掛金 1,917,835 1,714,549

商品及び製品 736,875 714,402

原材料 129,721 149,183

繰延税金資産 59,099 108,550

その他 38,842 49,565

貸倒引当金 △15,600 △14,000

流動資産合計 5,450,218 5,137,955

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 679,916 688,444

レンタル資産（純額） 175,058 162,600

土地 1,287,446 1,287,446

リース資産（純額） 481,755 616,860

その他（純額） 22,589 34,005

有形固定資産合計 2,646,766 2,789,357

無形固定資産 13,061 23,980

投資その他の資産   

投資有価証券 326,760 254,373

繰延税金資産 24,108 26,137

その他 163,629 162,941

貸倒引当金 △18,217 △20,333

投資その他の資産合計 496,280 423,118

固定資産合計 3,156,108 3,236,457

資産合計 8,606,327 8,374,412

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 766,569 694,907

短期借入金 1,681,000 1,681,000

1年内返済予定の長期借入金 730,000 1,275,000

リース債務 140,450 195,497

未払法人税等 77,092 22,922

賞与引当金 68,801 77,993

その他 158,434 136,519

流動負債合計 3,622,348 4,083,839

固定負債   

長期借入金 980,000 345,000

リース債務 349,725 443,179

長期未払金 72,199 65,783

再評価に係る繰延税金負債 126,530 126,530

退職給付引当金 51,847 55,827

その他 479 1,479

固定負債合計 1,580,781 1,037,800

負債合計 5,203,130 5,121,640
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 886,000 886,000

資本剰余金 968,090 968,090

利益剰余金 2,833,288 2,688,850

自己株式 △1,070 △1,070

株主資本合計 4,686,307 4,541,869

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 893 △5,093

土地再評価差額金 △1,284,003 △1,284,003

その他の包括利益累計額合計 △1,283,110 △1,289,097

純資産合計 3,403,197 3,252,772

負債純資産合計 8,606,327 8,374,412
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 3,066,409 3,097,662

売上原価 1,570,740 1,734,711

売上総利益 1,495,668 1,362,950

販売費及び一般管理費 1,489,877 1,467,504

営業利益又は営業損失（△） 5,790 △104,553

営業外収益   

受取利息 2,863 2,652

受取配当金 1,904 1,867

投資有価証券評価益 － 54

受取保険金 265 －

その他 8,525 4,594

営業外収益合計 13,558 9,167

営業外費用   

支払利息 31,926 29,346

投資有価証券評価損 7,682 －

その他 2,515 2,921

営業外費用合計 42,123 32,267

経常損失（△） △22,774 △127,654

特別利益   

投資有価証券売却益 － 10,321

退職給付制度改定益 86,748 －

特別利益合計 86,748 10,321

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 26,795 －

特別損失合計 26,795 －

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（△）

37,178 △117,333

法人税、住民税及び事業税 22,452 18,020

法人税等調整額 22,606 △50,867

法人税等合計 45,058 △32,847

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △7,879 △84,485

四半期純損失（△） △7,879 △84,485
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △7,879 △84,485

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △31,389 △5,987

その他の包括利益合計 △31,389 △5,987

四半期包括利益 △39,269 △90,472

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △39,269 △90,472

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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