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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 5,098 2.1 3 △98.0 △25 ― △34 ―
23年3月期第3四半期 4,993 △4.7 175 41.9 109 107.2 49 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △37百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 37百万円 （―％）

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3四半期 △6.91 ―
23年3月期第3四半期 9.87 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 8,724 3,305 37.9
23年3月期 8,606 3,403 39.5
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  3,305百万円 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  ：  有   

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 6,960 3.7 147 △59.6 105 △64.0 40 △60.2 8.01



(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） 
 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3Q 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3Q 4,943 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3Q 4,995,761 株 23年3月期3Q 4,996,535 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による停滞期から回復基調が続いており

ますが、欧州の財政危機等による世界的な経済の不透明感が続き、歴史的な円高も継続しております。  

 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、継続的な震災関連の復旧工事がありましたが、公

共事業予算の削減も継続的にあり、全国的に見ると厳しい状況が続いております。   

 この様な状況下、継続的な震災関連の需要に対応するためのレンタルへの商品投入、仕入単価の低減、経費削

減、商品開発に注力してまいりました。 

 しかし、レンタルへの商品投入が予想以上に増加したことや、工事件数の減少により既存のレンタル商品の回転

率が低下したまま回復しなかったことにより、粗利率が低下いたしました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高5,098百万円（対前年同期比2.1％増）、営業利益3

百万円（対前年同期比98.0％減）、経常損失25百万円（前年同期は109百万円の利益）、四半期純損失34百万円

（前年同期は49百万円の利益）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３四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117百万円増加し8,724百万円となりま

した。この主な要因は、現金及び預金の減少287百万円、受取手形及び売掛金の増加186百万円、土地の増加119百

万円、リース資産の増加96百万円、投資有価証券の減少74百万円によるものであります。 

（負債）  

 当第３四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215百万円増加し5,419百万円となりま

した。この主な要因は、支払手形及び買掛金の増加48百万円、借入金の増加149百万円、未払法人税等の減少65百

万円、リース債務の増加97百万円であります。 

（純資産） 

 当第３四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98百万円減少し3,305百万円となり

ました。この主な要因は、当四半期純損失34百万円、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 

 平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年５月９日に公表いたしました業績予想から修正しておりま

す。詳細につきましては、本日（平成24年１月27日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 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。 

   

   

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要



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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,583,445 2,295,808

受取手形及び売掛金 1,917,835 2,103,902

商品及び製品 736,875 696,653

原材料 129,721 136,126

繰延税金資産 59,099 78,511

その他 38,842 93,533

貸倒引当金 △15,600 △17,200

流動資産合計 5,450,218 5,387,336

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 679,916 700,447

レンタル資産（純額） 175,058 193,857

土地 1,287,446 1,407,326

リース資産（純額） 481,755 578,688

その他（純額） 22,589 17,107

有形固定資産合計 2,646,766 2,897,428

無形固定資産 13,061 24,844

投資その他の資産   

投資有価証券 326,760 252,464

繰延税金資産 24,108 24,025

その他 163,629 159,272

貸倒引当金 △18,217 △21,220

投資その他の資産合計 496,280 414,541

固定資産合計 3,156,108 3,336,814

資産合計 8,606,327 8,724,151

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 766,569 814,891

短期借入金 1,681,000 1,765,000

1年内返済予定の長期借入金 730,000 1,060,000

リース債務 140,450 185,922

未払法人税等 77,092 11,939

賞与引当金 68,801 33,866

その他 158,434 189,269

流動負債合計 3,622,348 4,060,889

固定負債   

長期借入金 980,000 715,000

リース債務 349,725 402,247

長期未払金 72,199 65,783

再評価に係る繰延税金負債 126,530 118,197

退職給付引当金 51,847 55,465

その他 479 1,479

固定負債合計 1,580,781 1,358,172

負債合計 5,203,130 5,419,062



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31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 2,738,821

自己株式 △1,070 △1,319

株主資本合計 4,686,307 4,591,592

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 893 △10,834

土地再評価差額金 △1,284,003 △1,275,670

その他の包括利益累計額合計 △1,283,110 △1,286,504

純資産合計 3,403,197 3,305,088

負債純資産合計 8,606,327 8,724,151



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 4,993,811 5,098,982

売上原価 2,553,571 2,859,710

売上総利益 2,440,240 2,239,272

販売費及び一般管理費 2,264,972 2,235,846

営業利益 175,267 3,425

営業外収益   

受取利息 4,172 3,941

受取配当金 3,187 3,211

投資有価証券評価益 － 3,885

その他 13,507 7,648

営業外収益合計 20,867 18,686

営業外費用   

支払利息 47,575 43,986

投資有価証券評価損 35,401 －

その他 3,234 3,914

営業外費用合計 86,210 47,900

経常利益又は経常損失（△） 109,925 △25,788

特別利益   

投資有価証券売却益 － 10,321

貸倒引当金戻入額 565 －

退職給付制度改定益 86,748 －

特別利益合計 87,314 10,321

特別損失   

投資有価証券評価損 2,204 －

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 29,000 －

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（△）

168,239 △15,467

法人税、住民税及び事業税 63,114 37,764

法人税等調整額 55,805 △18,716

法人税等合計 118,920 19,047

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（△）

49,319 △34,514

四半期純利益又は四半期純損失（△） 49,319 △34,514



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31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（△）

49,319 △34,514

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △12,280 △11,727

土地再評価差額金 － 8,333

その他の包括利益合計 △12,280 △3,393

四半期包括利益 37,038 △37,908

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 37,038 △37,908

少数株主に係る四半期包括利益 － －



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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