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１．平成24年12月期第２四半期の業績（平成24年１月１日～平成24年６月30日）
（１）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 12月期第２四半期 2,393 13.3 197 576.4 148 － 81 －
23年 12月期第２四半期 2,112 △4.8 29 △66.5 △28 － △66 －

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 12月期第２四半期 10.74 － －
23年12月期第２四半期 △9.05 － －

（２）財政状態

総 資 産 純 資 産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年 12月期第２四半期 7,469 1,376 18.4
23年 12月期 6,917 1,327 19.2

（参考）自己資本 24年12月期第2四半期 1,376百万円 23年12月期 1,327百万円

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 12月期 － 0.00 － 5.00 5.00
24年 12月期 － 0.00

24年 12月期(予想) － 6.00 6.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：有・無

6
３．平成24年12月期の業績予想（平成24年１月１日～平成24年12月31日）

（％表示は，通期は対前期）

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 5,300 11.6 400 33.3 300 50.0 200 33.3 26.40

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有・無



４．その他

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：有・無

（２）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 ：有・無

② ①以外の会計方針の変更 ：有・無

③ 会計上の見積りの変更 ：有・無

④ 修正再表示 ：有・無

（３）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12月期２Ｑ 7,602,520 株 23年12月期 7,602,520 株

② 期末自己株式数 24年12月期２Ｑ 28,567 株 23年12月期 27,027 株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年12月期2Ｑ 7,575,001 株 23年12月期２Ｑ 7,333,719 株

※ 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ます。なお、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レビュー手続は終了しております。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明，その他特記事項
前頁の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績
は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。
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（１）経営成績に関する定性的情報

当第２四半期累計期間（平成24年１月１日から平成24年６月30日まで）におけるわが国経済は、東日本大震災の

影響から徐々に回復しつつあるものの、欧州通貨危機に伴う欧米の景気減速懸念や円高の進行により、国内景気の

先行きに対する不透明感が継続している状況となっておりました。

当社の主たる需要先である建設業界を取り巻く環境は、一部地域で震災被害の復旧復興に向けての公共投資が増

加傾向にあるものの、それ以外の地域では民間設備投資の低調が継続しており、引き続き厳しい環境となっており

ました。

このような環境の中、当社は、震災や水害の復旧工事が本格化している地区、メンテナンスが必要な高速道路、

工場やショッピングモールなどの建物維持修繕など、多様な工事に対応できる機械配備を的確に実施することで、

効率的に賃貸料収入を増加させてまいりました。また、経費面においては引き続き無駄を省くコスト削減を継続さ

せ、レンタル事業での収益構造を増強してまいりました。

この結果、当第２四半期累計期間の売上高につきましては、賃貸料収入が増加し、23億93百万円（前年同期比

13.3％増）となりました。

利益面につきましては、営業利益は１億97百万円（前年同期比576.4％増）、経常利益は１億48百万円（前年同

期は28百万円の経常損失）、四半期純利益は81百万円（前年同期は66百万円の四半期純損失）となりました。

（２）財政状態に関する定性的情報

１．資産・負債・純資産の変動状況資産・負債・純資産の変動状況

（流動資産）

当第２四半期会計期間末における流動資産の残高は、前事業年度末と比べて２億33百万円増加し、21億39百万円

となりました。主な要因といたしましては、現金及び預金が３億72百万円増加、受取手形が33百万円、売掛金が

64百万円、繰延税金資産が40百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。

（固定資産）

当第２四半期会計期間末における固定資産の残高は、前事業年度末と比べて３億17百万円増加し、53億29百万円

となりました。主な要因といたしましては、賃貸資産が３億８百万円増加したことなどによるものであります。

（流動負債）

当第２四半期会計期間末における流動負債の残高は、前事業年度末と比べて３億64百万円減少し、25億85百万円

となりました。主な要因といたしましては、未払金が72百万円増加、短期借入金（１年内返済予定の長期借入金

を含む）が４億93百万円減少したことなどによるものであります。

（固定負債）

当第２四半期会計期間末における固定負債の残高は、前事業年度末と比べて８億67百万円増加し、35億７百万円

となりました。主な要因といたしましては、社債が４億円、長期借入金が２億92百万円、長期未払金が１億76百

万円それぞれ増加したことなどによるものであります。

（純資産）

当第２四半期会計期間末における純資産の残高は、前事業年度末と比べて48百万円増加し、13億76百万円となり

ました。主な要因といたしましては、利益剰余金が43百万円増加したことなどによるものであります。

２．キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比べて４億17

百万円増加し、８億60百万円となりました。

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果獲得した資金は、７億46百万円（前年同期は６億81百万円の獲得）となりました。これは主に

税引前四半期純利益１億37百万円に資金の増加要因である減価償却費４億33百万円、売上債権の減少額98百万

円と資金の減少要因である仕入債務の減少額15百万円などを反映したものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、１億78百万円（前年同期は１億12百万円の使用）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出２億９百万円と定期預金等の純増額34百万円などによるものであ

ります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、１億50百万円（前年同期は３億78百万円の使用）となりました。

これは主に、社債の発行による収入４億90百万円、借入金の純減額２億１百万円及び割賦債務の支払額３億１

百万円などによるものであります。

（３）業績予想に関する定性的情報

通期の業績予想につきましては、平成24年２月17日に「平成23年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」にて公

表いたしました数値を修正しております。なお、当該予想に関する詳細につきましては、本日公表いたしました

「平成24年12月期第２四半期累計期間、通期業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）四半期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。

（２）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）追加情報

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。

該当事項はありません。

２．サマリー情報（注記事項）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
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４．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成23年12月31日)

当第２四半期会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 817,769 1,190,045

受取手形 283,816 250,471

売掛金 689,760 625,033

商品 7,735 10,466

貯蔵品 6,168 7,085

繰延税金資産 86,535 46,213

その他 26,252 21,441

貸倒引当金 △12,500 △11,300

流動資産合計 1,905,538 2,139,457

固定資産

有形固定資産

賃貸資産

機械及び装置（純額） 1,895,719 1,950,338

車両運搬具（純額） 635,135 901,129

その他の賃貸資産（純額） 108,844 97,005

賃貸資産合計 2,639,699 2,948,473

社用資産

建物（純額） 389,475 377,195

土地 1,716,458 1,716,458

その他の社用資産（純額） 104,059 104,726

社用資産合計 2,209,993 2,198,380

有形固定資産合計 4,849,692 5,146,854

無形固定資産 30,291 30,291

投資その他の資産

その他 183,005 204,757

貸倒引当金 △51,030 △52,161

投資その他の資産合計 131,974 152,595

固定資産合計 5,011,959 5,329,741

資産合計 6,917,497 7,469,199
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年12月31日)

当第２四半期会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形 373,830 373,587

買掛金 161,078 145,706

短期借入金 1,683,856 1,190,419

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払金 514,173 586,328

未払法人税等 9,366 20,181

賞与引当金 19,565 26,966

その他 87,907 142,285

流動負債合計 2,949,778 2,585,475

固定負債

社債 200,000 600,000

長期借入金 1,446,737 1,738,847

長期未払金 947,495 1,124,469

資産除去債務 39,609 39,760

繰延税金負債 2,400 2,000

その他 4,219 2,636

固定負債合計 2,640,462 3,507,714

負債合計 5,590,240 6,093,189

純資産の部

株主資本

資本金 721,419 721,419

資本剰余金 193,878 193,878

利益剰余金 413,023 456,516

自己株式 △3,604 △3,930

株主資本合計 1,324,717 1,367,884

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,639 8,978

繰延ヘッジ損益 △2,099 △853

評価・換算差額等合計 2,539 8,125

純資産合計 1,327,256 1,376,009

負債純資産合計 6,917,497 7,469,199
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（２）四半期損益計算書
（第２四半期累計期間）

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 2,112,653 2,393,797

売上原価 1,519,823 1,599,531

売上総利益 592,829 794,265

販売費及び一般管理費 563,559 596,280

営業利益 29,269 197,985

営業外収益

受取利息 203 156

受取配当金 503 666

損害保険受取額 10,070 14,313

受取賃貸料 1,800 1,800

その他 2,915 5,738

営業外収益合計 15,493 22,675

営業外費用

支払利息 56,859 58,946

事故復旧損失 1,262 3,050

保険解約損 14,544 －

社債発行費 － 9,977

その他 312 370

営業外費用合計 72,979 72,344

経常利益又は経常損失（△） △28,216 148,316

特別利益

固定資産売却益 250 115

特別利益合計 250 115

特別損失

固定資産売却損 － 467

固定資産除却損 2,480 1,361

投資有価証券評価損 － 2,423

減損損失 － 6,618

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 32,553 －

特別損失合計 35,034 10,870

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △63,000 137,561

法人税、住民税及び事業税 3,416 56,190

四半期純利益又は四半期純損失（△） △66,417 81,370
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△63,000 137,561

減価償却費 360,989 433,827

減損損失 － 6,618

長期前払費用償却額 42 42

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 32,553 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,259 △68

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,455 7,401

受取利息及び受取配当金 △706 △823

支払利息 56,859 58,946

有形固定資産売却損益（△は益） △250 352

有形固定資産除却損 2,480 1,361

保険解約損 14,544 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 2,423

売上債権の増減額（△は増加） 227,065 98,072

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,191 △3,647

仕入債務の増減額（△は減少） △5,180 △15,614

未払消費税等の増減額（△は減少） △42,251 1,158

その他 40,527 82,774

小計 618,677 810,383

利息及び配当金の受取額 759 867

利息の支払額 △57,225 △58,239

保険解約による収入額 125,255 －

法人税等の支払額 △5,971 △6,046

営業活動によるキャッシュ・フロー 681,495 746,964

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △70,375 △209,701

有形固定資産の売却による収入 350 600

投資有価証券の取得による支出 △1,057 △1,166

貸付けによる支出 △2,000 △690

貸付金の回収による収入 2,701 1,075

差入保証金の差入による支出 △1,937 △3,911

差入保証金の回収による収入 66 410

定期預金等の預入による支出 △405,592 △266,890

定期預金等の満期等による収入 365,333 301,392

その他 － 10

投資活動によるキャッシュ・フロー △112,512 △178,870

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） △40,000 △509,998

長期借入れによる収入 500,000 850,000

長期借入金の返済による支出 △516,035 △541,329

社債の発行による収入 － 490,022

社債の償還による支出 △100,000 △100,000

株式の発行による収入 490 －

自己株式の取得による支出 △177 △326

配当金の支払額 △21,180 △37,367

割賦債務の支払額 △201,124 △301,316

財務活動によるキャッシュ・フロー △378,027 △150,315

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 190,955 417,778

現金及び現金同等物の期首残高 335,164 442,366

現金及び現金同等物の四半期末残高 526,120 860,144
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

（４）継続企業の前提に関する注記

（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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