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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 7,629 42.9 473 312.9 446 444.9 356 858.9
23年3月期第2四半期 5,339 6.1 114 1.7 81 △23.8 37 △51.4

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 390百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △50百万円 （―％）

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 10.24 ―
23年3月期第2四半期 1.07 ―

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2四半期 26,425 14,834 53.8 408.70
23年3月期 23,320 14,444 59.4 397.89
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  14,221百万円 23年3月期  13,845百万円

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  
24年3月期第2四半期の配当原資には、資本剰余金が含まれています。詳細は、後述の「資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳」をご覧ください。 

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 ― 5.00 ― 0.00 5.00
24年3月期 ― 5.00
24年3月期（予想） ― 5.00 10.00

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 13,300 35.4 680 ― 600 ― 510 ― 14.66



(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 
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。なお、業績予想の前提となる条件及び業績予想の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「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 34,943,225 株 23年3月期 34,943,225 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 146,164 株 23年3月期 145,025 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 34,797,437 株 23年3月期2Q 34,801,660 株



資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳 

 

平成 24 年３月期第２四半期の配当のうち、資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳は以下のとおりです。 

基準日 第２四半期末 

１株当たり配当金 ５円00銭 

配当金総額 173百万円 

（注）純資産減少割合 0.013 
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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 

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災の影響を受け、生産活動や消費は大き

く落ち込み、加えて福島第一原発の事故による電力不足への対応や放射能汚染の問題が発生し、国民生活

に不安を与える状態が続きました。また、国外においても欧米の財政不安により、円高・株安が進行し、

景気の先行きへの懸念材料が増す状況となっております。 

仮設建物リース業界におきましても、震災以後の資材の品不足や価格の高騰は一応の落ち着きを見せて

まいりましたが、用地の確保や生活権の確保の点から、仮設住宅の建設は全体の規模が縮小される結果と

なりました。 

このような状況におきまして当社グループは、応急仮設住宅の建設を 優先に対応し、福島県を主に供

給活動を行い、仮設建物部材の供給や作業人員の確保等の問題を解消するため、福島県郡山市に配送セン

ターを新設いたしました。 

一方、応急仮設住宅以外の需要動向は、震災直後の落ち込みから概ね震災前の水準にまで戻りつつあり

ますが、本格的な復興需要は、予算成立の遅れ等により、道筋がいまだみえておらず、時間を要するもの

と思われます。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 7,629 百万円(前年同四半期比 42.9％増)となりまし

た。損益面につきましては、営業利益は 473 百万円(前年同四半期比 312.9％増)、経常利益は 446 百万円(前

年同四半期比 444.9％増)、四半期純利益は 356 百万円(858.9％増)となりました 

なお、セグメントごとの業績は、日本が売上高 7,346 百万円(前年同四半期比 45.2％増)、中国が 512 百

万円(前年同四半期比 82.2％増、セグメント間取引消去後 282 百万円(前年同四半期比 1.4％増))となりま

した。また、営業利益は日本が 470 百万円(前年同四半期比 315.2％増)、中国が 63 百万円(前年同四半期

比 5260.6％増、セグメント間取引消去後 3 百万円(前年同四半期比 266.3％増))となりました。 

 

(２) 連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 
資産の部 

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より 3,104 百万円増加し、26,425 百万円と

なりました。理由の主なものは受取手形及び売掛金の増加 2,082 百万円であります。 

負債の部 

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より 2,714 百万円増加し、11,591 百万円と

なりました。理由の主なものは支払手形及び買掛金の増加 1,221 百万円であります。 

純資産の部 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は前連結会計年度末より 390 百万円増加し、14,834 百万円と

なりました。理由の主なものは四半期純利益 356 百万円の計上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 

今後の国内経済の見通しにつきましては、震災以降低迷していた企業活動は回復に向かいつつあります

が、国内外の諸問題が足かせとなり、当面の間不透明な状況が続くものと思われます。 

当社グループを取り巻く環境といたしましても、復興関連の需要は今後本格化していくことが予想され

ますが、各社の企業業績は前年に比べて悲観的な見方も強く、復興計画がいまだ明確になっていない状況

においては、需要動向の見通しは難しいと判断しており、現段階におきましては、本年 4 月 28 日に発表し

ました通期の業績予想に変更はありません。 

なお、業績予想につきましては現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績はさ

まざまなリスク要因や不確実な要素により、現時点の予想と異なる可能性があります。 
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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 

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。 

 

３． 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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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：百万円）

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 1,490 1,892

受取手形及び売掛金 7,589 9,672

商品及び製品 123 213

仕掛品 6 14

原材料及び貯蔵品 272 330

その他 280 275

貸倒引当金 △60 △61

流動資産合計 9,702 12,337

固定資産   

有形固定資産   

リース用資産（純額） 4,425 5,012

建物及び構築物（純額） 2,391 2,336

土地 4,982 4,982

リース資産（純額） 1,097 1,048

その他（純額） 117 116

有形固定資産合計 13,015 13,496

無形固定資産 196 216

投資その他の資産   

投資有価証券 111 107

その他 268 248

投資その他の資産合計 380 355

固定資産合計 13,592 14,068

繰延資産 25 19

資産合計 23,320 26,425

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,034 3,256

短期借入金 840 1,340

1年内償還予定の社債 200 200

リース債務 249 253

未払法人税等 59 104

前受リース収益 1,924 2,427

賞与引当金 16 222

役員賞与引当金 2 24

設備関係支払手形 5 160

その他 407 558

流動負債合計 5,739 8,547
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

固定負債   

社債 1,600 1,500

長期借入金 90 275

リース債務 667 550

繰延税金負債 71 11

退職給付引当金 594 587

役員退職慰労引当金 112 119

固定負債合計 3,136 3,043

負債合計 8,876 11,591

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,032 8,032

資本剰余金 5,811 5,811

利益剰余金 426 782

自己株式 △26 △26

株主資本合計 14,244 14,600

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 13 10

為替換算調整勘定 △411 △389

その他の包括利益累計額合計 △398 △379

少数株主持分 598 612

純資産合計 14,444 14,834

負債純資産合計 23,320 26,425
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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：百万円）

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 5,339 7,629

売上原価 4,127 5,912

売上総利益 1,212 1,716

販売費及び一般管理費 1,097 1,243

営業利益 114 473

営業外収益   

受取利息 0 1

スクラップ売却益 5 13

その他 9 11

営業外収益合計 15 26

営業外費用   

支払利息 30 30

支払手数料 9 12

その他 8 11

営業外費用合計 47 53

経常利益 81 446

特別利益   

固定資産売却益 0 －

特別利益合計 0 －

特別損失   

固定資産除却損 8 48

固定資産売却損 － 0

特別損失合計 8 48

税金等調整前四半期純利益 73 397

法人税、住民税及び事業税 42 87

法人税等調整額 2 △56

法人税等合計 44 31

少数株主損益調整前四半期純利益 29 366

少数株主利益又は少数株主損失（△） △7 10

四半期純利益 37 356
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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：百万円)

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利益 29 366

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △13 △3

為替換算調整勘定 △67 27

その他の包括利益合計 △80 23

四半期包括利益 △50 390

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △31 375

少数株主に係る四半期包括利益 △18 14
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(３) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(４) セグメント情報等 

【ゼグメント情報】 

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） 

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) 

 
報告セグメント 

調整額 
四半期連結損益

計算書計上額 日 本 中 国 計 

売上高      

外部顧客への売上高 5,061 278 5,339 ― 5,339 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
― 2 2 △2 ― 

計 5,061 281 5,342 △2 5,339 

セグメント利益 113 1 114 0 114 

（注） 1.調整額は、セグメント間取引消去であります。 

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

 

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） 

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) 

 
報告セグメント 

調整額 
四半期連結損益

計算書計上額 日 本 中 国 計 

売上高      

外部顧客への売上高 7,346 282 7,629 ― 7,629 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
― 229 229 △229 ― 

計 7,346 512 7,859 △229 7,629 

セグメント利益 470 63 534 △60 473 

（注） 1.調整額は、セグメント間取引消去であります。 

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

 

２．報告セグメントごとの資産に関する情報 
前連結会計年度の末日に比して、当第２四半期連結会計期間の日本セグメントの資産の金額が

3,079 百万円増加しておりますが、その主な理由は、応急仮設住宅売上等による受取手形及び売

掛金の増加 2,051 百万円であります。 

 

(５) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。 
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