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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３月21日～平成23年12月20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３四半期 24,976 4.1 1,994 26.4 1,953 27.5 1,026 19.5

23年３月期第３四半期 23,985 10.0 1,577 207.7 1,532 196.2 859 301.5

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 57 74    ―
23年３月期第３四半期 48 33        ―

 (2) 連結財政状態

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３四半期 27,680 13,470 48.7 757 51
23年３月期        24,988        12,759         51.1          717 55

(参考) 自己資本 24年３月期第３四半期 13,470百万円 23年３月期 12,759百万円

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      ― 4 00     ― 11 00 15 00

24年３月期      ― 7 00  ―

24年３月期(予想) 7 00 14 00

3. 平成24年３月期の連結業績予想（平成23年３月21日～平成24年３月20日）
(％表示は、対前期増減率)

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

通期 31,480 2.4 1,850 12.7 1,850 15.9 1,020 12.1 57  36



  

 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

 
(注) 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成

に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

 
  

  

・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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。 

  

・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のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信【添付資料】３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（詳細は、【添付資料】４ページ 「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規 ― 社 (            )、除外 ― 社 (            )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 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３Ｑ 19,509,326株 23年３月期 19,509,326株

② 期末自己株式数 24年３月期３Ｑ 1,727,130株 23年３月期 1,727,130株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期３Ｑ 17,782,196株 23年３月期３Ｑ 17,782,253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３四半期連結累計期間（以下、当第３四半期という。）のわが国経済は、実質ＧＤＰでは４-６

月期までの連続のマイナスから夏場にかけて持ち直しましたが、欧州債務問題の再燃や円高の進展から

輸出が低迷するなど回復ペースは鈍化し、10-12月期はほぼゼロ成長となりました。個人消費は震災直

後の自粛ムードの緩和や地上波デジタル化に伴う駆け込み需要などから一時的に回復したものの、秋口

からは再び弱い動きとなっており、景気の先行きは依然として不透明な状況にあります。 

当社グループの主な関連業界である建設及び住宅関連業界におきましては、震災直後には一時的に建

築着工床面積や新設住宅着工戸数が前年同月比で減少となりましたが、その後は住宅エコポイント終了

前の駆け込み需要などの影響もあり、回復に向けた動きが見られる状況にあります。 

このような状況のなか、当社グループでは建設用仮設現場における安全や軽量化のニーズに対応した

製品をはじめとして、各セグメントとも新製品の拡販に注力するとともに既存製品についても震災後の

復旧需要への対応も含めて事業活動を進めてまいりました。その結果、当第３四半期の売上高は前年同

期比4.1％増の249億76百万円となりました。 

利益面では、量産効果による製造コストの低下などから前年同期に比べて売上総利益率が改善しまし

た。この結果、営業利益は前年同期比26.4％増の19億94百万円、経常利益は前年同期比27.5％増の19億

53百万円、四半期純利益は前年同期比19.5％増の10億26百万円となりました。なお、当期から適用とな

る資産除去債務会計基準に伴う影響額32百万円を特別損失に計上しております。 

  

各セグメントの状況は次のとおりであります。セグメント区分の売上高はセグメント間の内部売上高

を含んでおりません。 

  

建設機材関連事業 

当事業の売上高は、手すり先行工法対応の新型システム足場の販売が好調に推移するとともに、震災

後の設備点検や補修工事向けに既存製品の需要が高まったことから、売上高は前年同期比12.9％増の57

億17百万円となりました。 

損益面では売上高の増加により、営業利益は前年同期比11.0％増の３億62百万円となりました。 

  

レンタル関連事業 

当事業の売上高は、被災建物の点検や補修需要によって東日本地域においては増加しましたが、全国

的には震災による建設投資の停滞などによる稼働率の低下が影響し、仮設機材レンタルへの需要の回復

までには至りませんでした。このような状況のなか価格競争も依然として激しく、採算性維持のために

受注の選別を図ったことなどにより、売上高は前年同期比2.3％減の103億13百万円となりました。 

損益面では、選別受注の効果により売上総利益率が改善したことや販売費及び一般管理費の削減など

により、営業利益は前年同期比28.8％増の９億35百万円となりました。 

  

住宅機器関連事業 

当事業の売上高は前年同期比7.4％増の69億13百万円となりました。フィットネス部門が、積極的な

新製品の販売やインターネット販売の伸びに支えられ、売上高が前年同期比で大幅に増加しました。ま

た、はしごや脚立などのアルミ製品は被災地域を中心に販売が増加しました。 

損益面では、中国における原材料価格や人件費の上昇によってアルミ製品のコストが上昇したもの

の、量産効果による製造コストの低下などにより、営業利益は前年同期比44.4％増の６億16百万円とな

りました。 

  

1. 当四半期の連結業績等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
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電子機器関連事業 

国内の業務用向けに拡販を進めている特定小電力無線機の販売が震災以降も底堅く推移した結果、当

事業の売上高は、前年同期比5.6％増の20億32百万円となりました。 

損益面では、無線技術を応用した別注品の投資計画順延などにより、営業利益は前年同期比18.0％減

の80百万円となりました。 

  

なお、当第１四半期より従来建設機材関連事業に含めておりました低層用仮設機材の販売部門を、低

層用仮設機材レンタル部門との関連性を重視してレンタル関連事業に含めております。 

  

当第３四半期連結会計期間末（以下、当第３四半期末という。）の総資産は276億80百万円となり、

前連結会計年度末（以下、前期末という。）に比べ26億91百万円増加しました。総資産の内訳は、流動

資産が184億７百万円（前期末比22億89百万円増）、固定資産が92億72百万円（前期末比４億２百万円

増）であります。流動資産の主な増加要因は受取手形及び売掛金や棚卸資産の増加であります。 

負債の部では、当第３四半期末残高は142億９百万円となり、前期末に比べ19億80百万円増加しまし

た。その内訳は、流動負債が103億82百万円（前期末比20億59百万円増）、固定負債が38億26百万円

（前期末比79百万円減）であります。流動負債の主な増加要因は支払手形及び買掛金の増加や短期借入

金の増加であり、固定負債の主な減少要因は長期借入金の減少であります。 

純資産の部は、四半期純利益が10億26百万円となったことと配当を３億20百万円実施したことなどに

より、134億70百万円（前期末比７億11百万円増）となりました。 

キャッシュ・フローについては、営業活動において税金等調整前四半期純利益が18億67百万円となっ

たことなどから資金は16億32百万円増加しました。（前年同期比７億58百万円の収入減） 

投資活動においては、レンタル資産の取得ならびに蘇州アルインコ金属製品有限公司の工場増設な

ど、有形固定資産の取得による支出が15億24百万円となったことなどから資金は19億１百万円減少しま

した。（前年同期比６億87百万円の支出増） 

財務活動においては、借入金の増加などにより資金は３百万円増加しました。（前年同期比94百万円

の収入減） 

以上の結果、当第３四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ２億80百万円減少し34億

３百万円となりました。 

  

当第３四半期連結累計期間における営業利益、経常利益、四半期純利益が平成23年10月21日に公表し

ました通期業績予想の数値を上回る結果となっております。 

現在、第４四半期連結会計期間における経営環境を勘案した通期業績予想の精査を行っており、通期

業績予想の修正が必要と判断した場合には、速やかに公表する予定であります。 

(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。  

  

（簡便な会計処理）  

① 棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計

期間末に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかな棚卸資産についてのみ正味売却

価額を見積り、簿価切下げを行っております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断について、前連結会計年度末以降に経営環境等並びに一時差異等

の発生状況に著しい変化が認められないことから、前連結会計年度において使用した将来の業績予測

等を利用する方法によっております。 

  

（会計処理基準に関する事項の変更）  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平

成20年３月31日）を適用しております。 

これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ2,173千円減少し、税金等調整前四半期純利益は

34,841千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は34,693

千円であります。 

（表示方法の変更）  

四半期連結損益計算書関係 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表

等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第３四

半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目

を表示しております。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年12月20日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成23年３月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,414,449 3,694,088

受取手形及び売掛金 9,590,582 7,907,801

商品及び製品 3,586,437 3,103,538

仕掛品 495,572 309,617

原材料 991,760 723,011

その他 401,539 449,704

貸倒引当金 △72,771 △69,345

流動資産合計 18,407,569 16,118,416

固定資産

有形固定資産

レンタル資産 16,318,535 16,330,065

減価償却累計額 △14,136,508 △14,033,183

レンタル資産（純額） 2,182,027 2,296,881

建物及び構築物 4,653,745 4,539,276

減価償却累計額 △3,240,129 △3,139,742

建物及び構築物（純額） 1,413,615 1,399,533

土地 2,087,373 2,087,373

その他 3,295,922 2,978,977

減価償却累計額 △2,630,067 △2,550,975

減損損失累計額 △57,193 △59,288

その他（純額） 608,661 368,713

有形固定資産合計 6,291,677 6,152,502

無形固定資産 74,493 48,988

投資その他の資産

投資有価証券 1,385,207 1,414,248

長期貸付金 19,547 43,099

繰延税金資産 123,910 100,258

その他 1,384,000 1,156,189

貸倒引当金 △5,970 △45,244

投資その他の資産合計 2,906,695 2,668,552

固定資産合計 9,272,867 8,870,043

資産合計 27,680,436 24,988,460
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年12月20日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成23年３月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,968,840 4,342,376

短期借入金 2,881,510 2,455,828

未払法人税等 573,116 352,996

賞与引当金 211,197 419,908

その他 747,902 751,571

流動負債合計 10,382,567 8,322,681

固定負債

長期借入金 3,105,680 3,204,941

退職給付引当金 83,072 78,980

役員退職慰労引当金 218,284 221,915

関係会社事業損失引当金 137,210 137,210

その他 282,692 263,143

固定負債合計 3,826,939 3,906,190

負債合計 14,209,506 12,228,871

純資産の部

株主資本

資本金 5,571,558 5,571,558

資本剰余金 3,306,759 3,306,759

利益剰余金 5,200,673 4,493,991

自己株式 △562,495 △562,495

株主資本合計 13,516,495 12,809,813

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4,925 △13,009

繰延ヘッジ損益 △13,387 △29,982

為替換算調整勘定 △28,071 △7,232

評価・換算差額等合計 △46,385 △50,225

新株予約権 820 －

純資産合計 13,470,930 12,759,588

負債純資産合計 27,680,436 24,988,460
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(2) 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３月21日
至 平成22年12月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年３月21日
至 平成23年12月20日)

売上高 23,985,193 24,976,677

売上原価 16,766,387 17,181,059

売上総利益 7,218,806 7,795,617

販売費及び一般管理費 5,640,995 5,800,669

営業利益 1,577,810 1,994,948

営業外収益

受取利息 4,612 2,465

受取地代家賃 43,428 43,278

作業屑等売却益 29,644 91,844

持分法による投資利益 9,243 －

その他 57,758 46,575

営業外収益合計 144,686 184,164

営業外費用

支払利息 77,724 63,080

為替差損 89,218 122,387

持分法による投資損失 － 5,992

その他 22,922 33,915

営業外費用合計 189,865 225,376

経常利益 1,532,631 1,953,736

特別利益

有形固定資産売却益 29 443

貸倒引当金戻入額 － 3,351

特別利益合計 29 3,795

特別損失

有形固定資産除売却損 14,164 17,326

投資有価証券評価損 6,118 32,861

債権放棄損 － 7,000

営業所閉鎖損失 37,001 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 32,667

特別損失合計 57,283 89,855

税金等調整前四半期純利益 1,475,377 1,867,676

法人税、住民税及び事業税 455,029 777,338

法人税等調整額 160,949 63,575

法人税等合計 615,979 840,914

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,026,761

四半期純利益 859,398 1,026,761

アルインコ㈱（5933）平成24年３月期　第３四半期決算短信

―7―



【第３四半期連結会計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成22年９月21日
至 平成22年12月20日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成23年９月21日
至 平成23年12月20日)

売上高 8,989,152 9,356,603

売上原価 6,322,537 6,494,010

売上総利益 2,666,615 2,862,593

販売費及び一般管理費 1,919,009 1,955,613

営業利益 747,605 906,980

営業外収益

受取利息 1,433 724

受取地代家賃 14,476 14,326

作業屑等売却益 8,652 50,844

持分法による投資利益 9,243 －

その他 15,685 16,122

営業外収益合計 49,491 82,017

営業外費用

支払利息 26,157 21,435

為替差損 46,459 21,419

持分法による投資損失 △1,349 △4,837

その他 8,075 6,620

営業外費用合計 79,342 44,637

経常利益 717,753 944,360

特別利益

有形固定資産売却益 26 △36

貸倒引当金戻入額 △14,567 △706

特別利益合計 △14,541 △742

特別損失

有形固定資産除売却損 5,494 7,116

投資有価証券評価損 △27,090 2,189

営業所閉鎖損失 47 －

特別損失合計 △21,548 9,305

税金等調整前四半期純利益 724,760 934,312

法人税、住民税及び事業税 205,928 335,763

法人税等調整額 79,108 93,751

法人税等合計 285,036 429,514

少数株主損益調整前四半期純利益 － 504,797

四半期純利益 439,724 504,797
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年３月21日
至 平成22年12月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年３月21日
至 平成23年12月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,475,377 1,867,676

減価償却費 1,231,212 1,275,331

営業所閉鎖損失 37,001 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 32,667

債権放棄損 － 7,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 35,933 △1,326

賞与引当金の増減額（△は減少） △167,635 △208,710

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △126,507 △3,631

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,583 40,373

受取利息及び受取配当金 △17,865 △21,154

支払利息 77,724 63,080

為替差損益（△は益） 6,287 330

投資有価証券評価損益（△は益） 6,118 32,861

持分法による投資損益（△は益） △9,243 5,992

有形固定資産除売却損益（△は益） 12,821 16,571

売上債権の増減額（△は増加） △1,285,288 △1,688,685

破産更生債権等の増減額（△は増加） 15,602 5,018

たな卸資産の増減額（△は増加） 196,579 △938,784

仕入債務の増減額（△は減少） 1,093,119 1,634,434

未払消費税等の増減額（△は減少） △35,728 △55,218

その他 180,261 147,174

小計 2,715,188 2,211,002

利息及び配当金の受取額 31,603 34,553

利息の支払額 △77,724 △63,080

法人税等の支払額 △277,922 △549,626

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,391,144 1,632,848

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △1,210 △1,104

定期預金の払戻による収入 200,000 －

有形固定資産の取得による支出 △1,385,336 △1,524,232

有形固定資産の売却による収入 86 727

無形固定資産の取得による支出 △7,375 △43,229

投資有価証券の取得による支出 △6,287 △7,804

投資有価証券の売却による収入 － 4,380

非連結子会社への出資による支出 － △385,750

貸付けによる支出 △27,000 △20,700

貸付金の回収による収入 29,780 27,852

敷金及び保証金の差入による支出 △2,564 △3,136

敷金及び保証金の回収による収入 33,281 45,414

その他 △47,556 6,029

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,214,185 △1,901,553
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年３月21日
至 平成22年12月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年３月21日
至 平成23年12月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 15,650 684,950

長期借入れによる収入 2,300,000 1,500,000

長期借入金の返済による支出 △2,109,813 △1,858,217

自己株式の取得による支出 △38 －

配当金の支払額 △107,633 △320,828

その他 － △2,100

財務活動によるキャッシュ・フロー 98,164 3,804

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,035 △15,843

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,265,088 △280,744

現金及び現金同等物の期首残高 2,672,214 3,684,423

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,937,302 3,403,679
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該当事項はありません。 

  

  

前第３四半期連結会計期間(自 平成22年９月21日 至 平成22年12月20日) 

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な品目 

 (1) 建設機材関連事業……建設用仮設機材等 

 (2) レンタル関連事業……中高層用・低層用仮設機材・仮設観覧席のレンタル 

 (3) 住宅機器関連事業……梯子、脚立、アルミ型材・樹脂モール材、フィットネス関連商品 

 (4) 電子機器関連事業……無線通信機器等 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成22年３月21日 至 平成22年12月20日) 

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な品目 

 (1) 建設機材関連事業……建設用仮設機材等 

 (2) レンタル関連事業……中高層用・低層用仮設機材・仮設観覧席のレンタル 

 (3) 住宅機器関連事業……梯子、脚立、アルミ型材・樹脂モール材、フィットネス関連商品 

 (4) 電子機器関連事業……無線通信機器等 

  

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」以外の割合がいずれも10％未満のため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

  

海外売上高の合計が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

建設機材 
関連事業 
(千円)

レンタル
関連事業 
(千円)

住宅機器
関連事業 
(千円)

電子機器
関連事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結
(千円)

 売上高

  (1) 外部顧客に対する売上高 2,039,993 3,712,785 2,504,617 731,756 8,989,152 ― 8,989,152

  (2) セグメント間の 
    内部売上高又は振替高

368,171 36 25,920 47,836 441,964 (441,964) ―

計 2,408,164 3,712,822 2,530,537 779,593 9,431,117 (441,964) 8,989,152

 営業利益 214,851 224,772 227,629 80,352 747,605 ― 747,605

建設機材 
関連事業 
(千円)

レンタル
関連事業 
(千円)

住宅機器
関連事業 
(千円)

電子機器
関連事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結
(千円)

 売上高

  (1) 外部顧客に対する売上高 5,265,898 10,355,704 6,438,483 1,925,106 23,985,193 ― 23,985,193

  (2) セグメント間の 
    内部売上高又は振替高

942,633 60 79,265 102,780 1,124,740 (1,124,740) ―

計 6,208,532 10,355,764 6,517,749 2,027,886 25,109,933 (1,124,740) 23,985,193

 営業利益 401,108 651,841 427,100 97,759 1,577,810 ― 1,577,810

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自 平成22年９月21日 至 平成22年12月20日)及び前第３四半期連結累計

期間(自 平成22年３月21日 至 平成22年12月20日)

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間(自 平成22年９月21日 至 平成22年12月20日)及び前第３四半期連結累計

期間(自 平成22年３月21日 至 平成22年12月20日)
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１  報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能

であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象と

なっているものであります。 

当社グループは事業部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「建設機

材関連事業」、「レンタル関連事業」、「住宅機器関連事業」及び「電子機器関連事業」の４つを報

告セグメントとしております。 

各報告セグメントに属する主な製品又はサービスの内容は下記のとおりであります。 

建設機材関連事業：建設用仮設機材 

レンタル関連事業：中高層用・低層用仮設機材・仮設観覧席のレンタル 

住宅機器関連事業：梯子、脚立、アルミ型材・樹脂モール材、フィットネス関連商品 

電子機器関連事業：無線通信機器 

  

２  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 

当第３四半期連結累計期間(自  平成23年３月21日  至  平成23年12月20日) 

 
(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

当第３四半期連結会計期間(自  平成23年９月21日  至  平成23年12月20日) 

 
(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額建設機材 

関連事業
レンタル
関連事業

住宅機器
関連事業

電子機器
関連事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 5,717,086 10,313,507 6,913,723 2,032,359 24,976,677 ― 24,976,677

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

694,695 892 212,347 89,278 997,213 △997,213 ―

計 6,411,781 10,314,400 7,126,071 2,121,638 25,973,891 △997,213 24,976,677

セグメント利益 362,400 935,741 616,621 80,184 1,994,948 ― 1,994,948

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額建設機材 

関連事業
レンタル
関連事業

住宅機器
関連事業

電子機器
関連事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 2,240,489 3,715,782 2,707,266 693,065 9,356,603 ― 9,356,603

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

270,390 ― 115,578 62,732 448,702 △448,702 ―

計 2,510,880 3,715,782 2,822,844 755,797 9,805,306 △448,702 9,356,603

セグメント利益 177,701 410,488 298,629 20,161 906,980 ― 906,980
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第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第

20号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(追加情報)

(6) 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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