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1.  平成25年2月期第2四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24年8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 ％

25年2月期第2四半期 23,405 14.0 2,813 37.4 2,889 36.5 1,632 70.4
24年2月期第2四半期 20,537 5.0 2,048 32.9 2,115 28.3 958 7.0

（注）包括利益 25年2月期第2四半期 1,467百万円 （65.3％） 24年2月期第2四半期 887百万円 （―％）

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

25年2月期第2四半期 36.00 ―
24年2月期第2四半期 23.63 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年2月期第2四半期 87,729 67,467 76.9
24年2月期 83,952 63,696 75.9
（参考） 自己資本   25年2月期第2四半期  67,467百万円 24年2月期  63,696百万円

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

24年2月期 ― 0.00 ― 19.00 19.00
25年2月期 ― 0.00
25年2月期（予想） ― 19.00 19.00

3. 平成25年 2月期の連結業績予想（平成24年 3月 1日～平成25年 2月28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 44,500 5.3 4,800 9.6 4,900 7.8 2,700 16.7 58.34



(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 
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、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。 

※  注記事項

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） 25年2月期2Q 47,841,297 株 24年2月期 47,841,297 株
② 期末自己株式数 25年2月期2Q 1,567,718 株 24年2月期 7,310,959 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期2Q 45,348,058 株 24年2月期2Q 40,540,126 株
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当第２四半期連結累計期間（平成24年３月１日～平成24年８月31日）におけるわが国経済は、東日本大

震災に伴う復旧・復興需要が牽引するなか、緩やかな回復基調を示し始めましたものの、長引くデフレや

円高の定着、そしてエネルギー確保の問題等、さまざまな課題も内包し、先行き不透明な状況が続きまし

た。海外におきましても、欧州債務危機、新興国での成長減速や天然資源の高騰等、明るい材料に乏し

く、それがわが国経済にも影響を与え、確たる展望が見い出せない環境が続きました。 

 こうした状況のもと、当社グループは主力事業である建機事業につきましては、被災地におけるインフ

ラの復旧・復興工事に加え、首都圏を中心とする大都市での防災・耐震のための地盤改良工事等が動き出

したこと等により、賃貸部門は引続き増収となりました。また、販売部門におきましても、電力不足に対

応するため、発電機の販路拡大に注力したこと等を主因に増収となりました。その結果、建機事業全体の

売上高は16億68百万円増加（前年同期比12.7%増）の147億60百万円となりました。 

 次に商事事業につきましては、商業設備や遊戯関係設備に対するファイナンス案件の捕捉強化により、

商事事業全体の売上高は９億１百万円増加（前年同期比15.9%増）の65億73百万円となりました。 

 一方、不動産事業につきましては、戸建分譲物件の販売を主とした販売部門、並びに商業用不動産から

の賃料収入を主とした賃貸部門ともに増収となり、不動産事業全体の売上高は２億97百万円増加（前年同

期比16.8%増）の20億70百万円となりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、全ての事業が増収となったことから、28億67百万

円増加（前年同期比14.0%増）の234億５百万円となりました。 

 利益面につきましては、売上高、売上総利益ともに増収増益となり、販売費及び一般管理費を35百万円

削減することができた結果、営業利益は28億13百万円（前年同期比37.4%増）、経常利益は28億89百万円

（前年同期比36.5%増）となりました。そして、前年同期は災害による損失１億96百万円等を主因として

特別損失を３億23百万円計上することを余議なくされましたが、今期は特別損益も改善した結果、四半期

純利益は16億32百万円（前年同期比70.4%増）を計上することができました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は877億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ37億77
百万円増加しました。これは、主に「現金及び預金」が19億17百万円増加したことによるものです。 
 負債合計は202億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ６百万円増加しました。 
 純資産合計は、自己株式の処分による株主資本の増加などにより674億67百万円と前連結会計年度末に
比べ37億71百万円増加しました。 
 以上の結果、自己資本比率は76.9%、１株当たり純資産額は1,458円01銭となりました。 
  

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年
度末と比べ25億17百万円増加し、164億82百万円となりました。 
 当第２四半期連結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） 
営業活動による資金の増加は、20億70百万円(前年同期は21億円の増加）となりました。主な要因は、

税金等調整前四半期純利益28億45百万円、減価償却費13億53百万円、法人税等の支払額11億４百万円など
によるものであります。 
  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動による資金の減少は、11億６百万円（前年同期は31億43百万円の減少）となりました。主な要

因は、投資有価証券の取得による支出10億円などによるものであります。 
  

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

 (2) 連結財政状態に関する定性的情報

 ① 資産、負債及び純資産の状況

 ② キャッシュ・フローの状況
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動による資金の増加は、15億54百万円（前年同期は12億78百万円の減少）となりました。主な要

因は、自己株式の売却による収入30億78百万円などによるものであります。 

  

平成25年２月期の通期連結業績予想につきましては、平成24年４月６日の決算短信で公表いたしました
業績予想から現時点では変更はございません。 
 当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益のいずれもが業績予
想を上回る結果で進捗しておりますが、当社の主力事業である建機事業につきましては、今後の政局動向
次第では、予算関連法案の通過時期や予算の執行時期が後倒しになる可能性があり、その場合は業績に少
なからず影響を与えますので、第３四半期以降の業績見通しは不透明な要素が多く、今回は予想を変更し
ておりません。  
 なお、業績予想の修正の必要性が生じた際には、すみやかに開示いたします。 

  

  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

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１四半期連結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。 

  

  

 (3) 連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)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

 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 (4) 追加情報
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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：百万円)

前連結会計年度
(平成24年２月29日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,965 15,882

受取手形及び売掛金 16,184 16,990

有価証券 － 600

商品 2,109 2,054

貯蔵品 40 31

その他 560 563

貸倒引当金 △460 △569

流動資産合計 32,400 35,553

固定資産

有形固定資産

貸与資産（純額） 4,000 4,357

賃貸不動産（純額） 33,817 33,811

土地 4,332 4,070

その他（純額） 3,580 3,352

有形固定資産合計 45,731 45,592

無形固定資産 485 474

投資その他の資産

投資有価証券 4,304 4,940

その他 1,336 1,491

貸倒引当金 △305 △323

投資その他の資産合計 5,335 6,108

固定資産合計 51,552 52,176

資産合計 83,952 87,729

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,135 7,403

未払法人税等 1,141 1,306

賞与引当金 159 177

その他 3,183 3,549

流動負債合計 12,620 12,436

固定負債

退職給付引当金 56 54

役員退職慰労引当金 890 911

その他 6,689 6,860

固定負債合計 7,635 7,826

負債合計 20,256 20,262
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年２月29日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年８月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 12,208 12,208

資本剰余金 13,717 14,340

利益剰余金 42,729 43,592

自己株式 △2,988 △537

株主資本合計 65,668 69,605

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 30 △134

土地再評価差額金 △2,003 △2,003

その他の包括利益累計額合計 △1,972 △2,137

純資産合計 63,696 67,467

負債純資産合計 83,952 87,729
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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23年３月１日
至 平成23年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年８月31日)

売上高 20,537 23,405

売上原価 15,330 17,408

割賦販売未実現利益繰入額 242 321

割賦販売未実現利益戻入額 178 197

売上総利益 5,142 5,872

販売費及び一般管理費 3,094 3,059

営業利益 2,048 2,813

営業外収益

受取利息 44 43

受取配当金 34 34

その他 42 48

営業外収益合計 121 125

営業外費用

支払利息 30 40

その他 22 10

営業外費用合計 53 50

経常利益 2,115 2,889

特別利益

固定資産売却益 0 23

その他 1 －

特別利益合計 1 23

特別損失

固定資産売却損 0 －

固定資産除却損 3 3

投資有価証券評価損 77 64

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 45 －

災害による損失 196 －

特別損失合計 323 67

税金等調整前四半期純利益 1,794 2,845

法人税、住民税及び事業税 851 1,264

法人税等調整額 △15 △52

法人税等合計 836 1,212

少数株主損益調整前四半期純利益 958 1,632

四半期純利益 958 1,632
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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23年３月１日
至 平成23年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年８月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 958 1,632

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △70 △165

その他の包括利益合計 △70 △165

四半期包括利益 887 1,467

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 887 1,467
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年８月31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 1,794 2,845

減価償却費 1,170 1,353

のれん償却額 52 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 81 126

賞与引当金の増減額（△は減少） 33 17

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4 △1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18 20

受取利息及び受取配当金 △79 △77

支払利息 30 40

有形固定資産除売却損益（△は益） 2 △20

投資有価証券売却損益（△は益） △1 －

投資有価証券評価損益（△は益） 77 64

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 45 －

災害による損失 196 －

売上債権の増減額（△は増加） △171 △805

たな卸資産の増減額（△は増加） 186 64

仕入債務の増減額（△は減少） △899 △732

その他 465 261

小計 3,000 3,155

利息及び配当金の受取額 78 59

利息の支払額 △30 △40

法人税等の支払額 △948 △1,104

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,100 2,070

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 △3,010 △183

有形固定資産の売却による収入 1 91

投資有価証券の取得による支出 △204 △1,000

投資有価証券の売却及び償還による収入 59 42

貸付けによる支出 △3 △65

貸付金の回収による収入 19 13

その他 △6 △5

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,143 △1,106

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △118 △105

設備関係割賦債務の返済による支出 △470 △648

自己株式の取得による支出 △2 △4

自己株式の売却による収入 － 3,078

配当金の支払額 △686 △766

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,278 1,554
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年８月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,330 2,517

現金及び現金同等物の期首残高 12,869 13,965

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,539 16,482
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成23年３月１日 至 平成23年８月31日) 

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 
 

 
(注) １ セグメント間の内部売上高又は振替高は市場価格に基づいております。 

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。 

３ セグメント利益の調整額△0百万円は、棚卸資産の調整額であります。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成24年３月１日 至 平成24年８月31日) 

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 
 

 
(注) １ セグメント間の内部売上高又は振替高は市場価格に基づいております。 

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。 

３ セグメント利益の調整額△0百万円は、棚卸資産の調整額であります。 

  

当第２四半期連結累計期間において、自己株式の処分により、資本剰余金が６億23百万円増加、自己

株式が24億54百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末において、資本剰余金が143億40百万円、自

己株式が５億37百万円となっております。  

  

  

 (4) 継続企業の前提に関する注記

 (5) セグメント情報等

(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
額建機事業 商事事業 不動産事業 計

売上高

 (1) 外部顧客への売上高 13,091 5,672 1,773 20,537 ― 20,537

 (2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 24 ― 24 △24 ―

計 13,091 5,696 1,773 20,561 △24 20,537

セグメント利益 1,193 174 681 2,049 △0 2,048

(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
額建機事業 商事事業 不動産事業 計

売上高

 (1) 外部顧客への売上高 14,760 6,573 2,070 23,405 ― 23,405

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

25 18 ― 43 △43 ―

計 14,786 6,591 2,070 23,448 △43 23,405

セグメント利益 1,614 354 844 2,813 △0 2,813

 (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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