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（百万円未満切捨て）

１．平成24年12月期第３四半期の業績（平成24年１月１日～平成24年９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３四半期 3,657 12.9 282 371.1 218 － 124 －
23年12月期第３四半期 3,239 △1.4 60 △23.8 △22 － △57 －

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３四半期 16.42 － －
23年12月期第３四半期 △7.75 － －

（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３四半期 8,364 1,414 16.9
23年 12月期 6,917 1,327 19.2

（参考）自己資本 24年12月期第３四半期 1,414百万円 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

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、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 5,300 15.7 400 44.5 300 73.2 200 49.4 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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 7,574,649株 23年12月期３Ｑ 7,415,695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３四半期累計期間（平成24年１月１日から平成24年９月30日まで）におけるわが国経済は、東日本大震災の

復興需要などの影響により回復基調にはあるものの、反面では欧州の通貨危機や長期化する円高などの影響による

減速感もあり、依然として不透明な状況が継続しておりました。

当社の主たる需要先である建設業界を取り巻く環境は、公共投資については震災被害の復旧復興に向けての工事

への競争が激化し、民間設備投資については低調が継続するなど、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、信越地区においては震災や水害の復旧工事への土木工事用機械を集中させ、免災

や減災を進めるための建物や橋梁などのメンテナンス工事が必要な地区へは建築用機械を集中させるなど、賃貸用

機械を最大限に運用できる機械配備を実施して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強化してまいりました。

この結果、当第３四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、36億57百万円（前年同期比

12.9％増）となりました。

利益面につきましては、営業利益は２億82百万円（前年同期比371.1％増）、経常利益は２億18百万円（前年同

期は22百万円の経常損失）、四半期純利益は１億24百万円（前年同期は57百万円の四半期純損失）となりました。

（２）財政状態に関する定性的情報

（流動資産）

当第３四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９億10百万円増加し、28億15百万円

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９億13百万円、売掛金が51百万円それぞれ増加、繰延

税金資産が48百万円、受取手形が12百万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３四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５億37百万円増加し、55億49百万円

となりました。主な要因といたしましては、賃貸用資産が５億７百万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３四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71百万円増加し、30億21百万円とな

りました。主な要因といたしましては、未払金が２億65百万円、賞与引当金34百万円、未払法人税等が31百万円そ

れぞれ増加、短期借入金が３億７百万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３四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12億88百万円増加し、39億29百万円

となりました。主な要因といたしましては、長期借入金が７億15百万円、社債が４億30百万円、長期未払金が１億

45百万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３四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86百万円増加し、14億14百万円となり

ました。主な要因といたしましては、利益剰余金が86百万円増加したこと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８月10日に公表いたしました「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」に変更はありません。

なお、今後、業績予想の見直しが必要と判断された場合には、速やかに開示いたします。

（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。

１．当四半期決算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

㈱ニッパンレンタル（4669）平成24年12月期　第３四半期決算短信

2



３．四半期財務諸表
（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３四半期会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 817,769 1,731,374

受取手形 283,816 271,294

売掛金 689,760 741,695

商品 7,735 8,615

貯蔵品 6,168 7,087

繰延税金資産 86,535 38,265

その他 26,252 30,572

貸倒引当金 △12,500 △13,000

流動資産合計 1,905,538 2,815,905

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 2,076,504

車両運搬具（純額） 635,135 969,846

その他の賃貸資産（純額） 108,844 101,216

賃貸資産合計 2,639,699 3,147,567

社用資産

建物（純額） 389,475 377,801

土地 1,716,458 1,716,458

その他の社用資産（純額） 104,059 106,543

社用資産合計 2,209,993 2,200,803

有形固定資産合計 4,849,692 5,348,370

無形固定資産 30,291 42,152

投資その他の資産

その他 183,005 210,291

貸倒引当金 △51,030 △51,776

投資その他の資産合計 131,974 158,515

固定資産合計 5,011,959 5,549,039

資産合計 6,917,497 8,364,944
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年12月31日)

当第３四半期会計期間
(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形 373,830 388,549

買掛金 161,078 174,770

短期借入金 1,683,856 1,376,222

1年内償還予定の社債 100,000 120,000

未払金 514,173 780,107

未払法人税等 9,366 40,392

賞与引当金 19,565 54,232

その他 87,907 87,257

流動負債合計 2,949,778 3,021,532

固定負債

社債 200,000 630,000

長期借入金 1,446,737 2,162,534

長期未払金 947,495 1,093,116

資産除去債務 39,609 39,977

繰延税金負債 2,400 1,900

その他 4,219 1,845

固定負債合計 2,640,462 3,929,373

負債合計 5,590,240 6,950,905

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 413,023 499,563

自己株式 △3,604 △3,930

株主資本合計 1,324,717 1,410,930

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,639 3,538

繰延ヘッジ損益 △2,099 △430

評価・換算差額等合計 2,539 3,107

純資産合計 1,327,256 1,414,038

負債純資産合計 6,917,497 8,364,944
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（２）四半期損益計算書
（第３四半期累計期間）

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 3,239,919 3,657,516

売上原価 2,339,725 2,447,402

売上総利益 900,194 1,210,113

販売費及び一般管理費 840,132 927,146

営業利益 60,061 282,966

営業外収益

受取利息 311 271

受取配当金 503 666

損害保険受取額 13,212 17,134

補助金収入 － 14,670

受取賃貸料 2,700 2,700

その他 3,086 3,043

営業外収益合計 19,813 38,486

営業外費用

支払利息 85,430 86,953

事故復旧損失 1,262 3,050

社債発行費 － 11,886

保険解約損 14,544 －

その他 1,261 1,265

営業外費用合計 102,498 103,156

経常利益又は経常損失（△） △22,623 218,296

特別利益

固定資産売却益 250 323

特別利益合計 250 323

特別損失

固定資産売却損 － 467

固定資産除却損 4,878 1,421

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 37,432 8,506

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △59,806 210,112

法人税等 △2,307 85,695

四半期純利益又は四半期純損失（△） △57,499 124,417
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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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