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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

当社は、平成25年２月21日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年４月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。前連結会計年度の
期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。 

(2) 連結財政状態 

当社は、平成25年２月21日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年４月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。前連結会計年度の
期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額を算定しております。 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 28,113 21.2 1,605 54.7 1,553 43.8 807 6.9
24年3月期 23,201 32.6 1,037 43.5 1,080 73.9 755 150.1

（注）包括利益 25年3月期 902百万円 （△0.1％） 24年3月期 903百万円 （219.1％）

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり
当期純利益

自己資本当期純利益
率

総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 37.66 36.84 12.2 4.7 5.7
24年3月期 34.94 34.68 12.7 3.5 4.5

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  △15百万円 24年3月期  ―百万円

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

25年3月期 33,987 7,110 20.4 324.08
24年3月期 32,472 6,380 19.3 292.54

（参考） 自己資本   25年3月期  6,947百万円 24年3月期  6,271百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 1,575 △812 △779 3,076
24年3月期 669 △539 △39 3,100

2.  配当の状況 

当社は、平成25年２月21日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年４月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。平成26年３月期（予
想）については当該株式分割後の金額を記載しております。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00 214 28.6 3.6
25年3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00 214 26.6 3.2
26年3月期(予想) ― 0.00 ― 10.00 10.00 24.6

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 13,350 4.2 420 △11.3 359 △17.5 130 △34.9 6.07
通期 29,200 3.9 1,760 9.6 1,650 6.2 870 7.8 40.58



※  注記事項 
(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第14条の７（会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合）に該当する
ものであります。詳細は、添付資料Ｐ．15「４．連結財務諸表 （５）連結財務諸表に関する注記事項 （会計方針の変更）」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

当社は、平成25年２月21日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年４月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。前連結会計年
度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しております。 

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  ： 有
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 有
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3月期 22,312,000 株 24年3月期 22,312,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期 875,214 株 24年3月期 874,720 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 21,437,032 株 24年3月期 21,620,478 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

当社は、平成25年２月21日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年４月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。前事業年度の期首
に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。 

(2) 個別財政状態 

当社は、平成25年２月21日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年４月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。前事業年度の期首
に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額を算定しております。  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 15,682 12.8 544 △19.8 583 △15.9 296 △22.2
24年3月期 13,904 8.8 678 9.6 693 26.9 381 35.9

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

25年3月期 13.83 13.53
24年3月期 17.63 17.49

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

25年3月期 25,795 5,506 21.1 253.97
24年3月期 25,979 5,357 20.5 248.97

（参考） 自己資本 25年3月期  5,444百万円 24年3月期  5,337百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は
終了していません。 

※ 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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Ｐ．２「１．経営成績・財政状態に関する分析 （１）経営成績に関する分析」をご覧ください。
 
（決算補足説明資料及び決算説明会内容の入手方法） 
 当社は、平成25年５月21日（火）に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算補足説明資料については、開催後速
やかに当社ホームページに掲載する予定です。 
 
（株式分割について） 
 当社は、平成25年２月21日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年４月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。 
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(1）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災後の復興需要等を背景に景気の持ち直しの動きが見られた

ものの、欧州財政不安の長期化や中国をはじめとした新興国の経済成長の鈍化、個人消費の伸び悩みなど、経済環

境は厳しい状況で推移しました。そのような中、年度終盤においては、新政権による経済政策への期待感から、円

高の修正や株価の回復が進むなどやや明るい兆しが見え始めました。 

建設業界におきましては、震災復興を中心に公共工事は堅調に推移したものの、民間設備投資の動きは弱く、全

国的な資材・労働者不足がより顕著化するなど厳しい状況が続きました。 

このような状況の中、当社グループは、震災復興需要や維持補修関連工事の需要の高まりに対応できる機材を取

り揃え、特に現場施工の安全性や効率化を図れる商品に重点を置いて、保有機材の確保や供給に努めてまいりまし

た。また、足場施工の省力化が図れる移動式昇降足場の営業展開を積極的に行い、受注拡大に努めてまいりまし

た。一方、震災復興需要等を背景とした仮設機材販売や固定価格買取制度により太陽電池設置架台の受注販売が大

きく伸長いたしました。 

この結果、当連結会計年度の連結業績は、売上高が28,113,407千円（前年同期比21.2％増）、営業利益が

1,605,482千円（前年同期比54.7％増）、経常利益が1,553,610千円（前年同期比43.8％増）となり、減損損失

49,925千円を特別損失に計上したこと等により、税金等調整前当期純利益が1,489,609千円（前年同期比18.3％

増）となり、法人税、住民税及び事業税、法人税等調整額、少数株主利益の合計682,354千円を差し引きした結

果、当期純利益は807,255千円（前年同期比6.9％増）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

なお、当連結会計年度より、セグメント情報の区分を見直し、従来の単一セグメントから「レンタル事業」、

「販売事業」に変更しており、以下の前年同期比較については、前年同期の数値を変更後のセグメント区分に組み

替えた数値で比較しております。 

（レンタル事業） 

建設関連におきましては、大型橋梁現場の工事が一巡し、終了現場の増加によるレンタル機材の返納があったこ

と等により、機材の稼働状況は低く推移しました。また、予定より機材のレンタル価格改善が進まなかったことや

新型機材入替による機材の減価償却費負担、機材の返納に伴う整備費等の増加により、利益を押し下げる要因とな

りました。 

環境関連におきましては、引続き都市部を中心としたビルやマンション等の改修工事が増えたため、機材出荷も

増加しました。また、維持補修のため全国レベルで発生している点検及び改修工事に対応するため、保有機材の見

直し等を行いました。 

その結果、売上高は16,114,789千円（前年同期比6.5％増）、営業利益997,840千円(前年同期比14.9％減)となり

ました。 

（販売事業） 

建設関連におきましては、震災復旧・復興工事はもとより補修工事・改修工事の需要の高まりにより、足場部材

のクランプ及びクサビ式住宅用足場の需要が、引続き堅調に推移いたしました。これに伴い、中古機材の販売等に

も対応し、保有機材の在庫適正化に向けて努めてまいりました。 

環境関連におきましては、引続き大手住宅メーカーと共同開発した「住宅用制振装置」の住宅への搭載率が高ま

ったことにより、安定した受注を確保いたしました。また、太陽電池設置架台はメガソーラーから住宅用までの着

工増と共に、出荷ベースが上昇し多種多様な架台の販売が大きく増加いたしました。 

その結果、売上高は13,475,113千円（前年同期比44.9％増）、営業利益1,576,676千円(前年同期比91.3％増)と

なりました。 

② 次期の見通し 

当業界におきましては、新政権の経済政策や企業マインドの改善により国内建設投資が緩やかに回復基調で推移

することが予想されます。また、立ち遅れていた復興工事も本格化され、震災以降課題となっている老朽化インフ

ラの維持補修・耐震・防災への対応が全国的に波及し、当社グループを取り巻く事業環境は改善されるものと思わ

れます。 

このような状況下で当社グループは、グループ一体経営を推進し、仮設機材及び環境関連商品の開発、製造、販

売、レンタルの一貫体制をより強化し、顧客ニーズに合った新商品を導入し営業活動を強化してまいります。 

レンタル事業においては、技術提案営業を推進し価格改善に取り組み、維持補修・耐震・防災関連への営業を強

化してまいります。また、レンタル機材の運用効率を追求し、機材管理コストの低減により利益体質への転換を図

ってまいります。 

販売事業においては、引き続き仮設関連は旺盛な需要が見込まれ、これに対応すべく生産体制の強化を図ってま

いります。また、環境分野での太陽電池設置架台や住宅用制震装置等の製造販売においても、次の販売事業の柱と

すべく注力してまいります。 

これらの活動により、平成26年３月期の連結業績予想は、売上高29,200,000千円、営業利益1,760,000千円、経

常利益1,650,000千円、当期純利益870,000千円を見込んでおります。 

１．経営成績・財政状態に関する分析
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(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、33,987,898千円となり、前連結会計年度末と比べ1,515,564千円増加いたしまし

た。この主な要因は、受取手形及び売掛金の増加1,185,289千円、建物及び構築物の増加384,452千円等によるもの

であります。 

負債合計は、26,877,813千円となり、前連結会計年度末と比べ786,141千円増加いたしました。この主な要因

は、支払手形及び買掛金の増加992,897千円、１年内返済予定の長期借入金の増加616,969千円、社債の減少

611,600千円等によるものであります。 

純資産合計は、7,110,085千円となり、前連結会計年度末と比べ729,423千円増加いたしました。この主な要因

は、利益剰余金の増加592,882千円、その他有価証券評価差額金の増加42,903千円、為替換算調整勘定の増加

53,954千円等によるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益1,489,609千円、減価償却費3,280,719

千円等があったものの、賃貸資産の取得による支出、売上債権の増加、たな卸資産の増加、有形固定資産の取得に

よる支出等があったことにより、前連結会計年度末に比べ23,842千円減少し、3,076,771千円（前年同期比0.8％

減）となりました。 

当連結会計年度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） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,575,506千円の収入（前連結会計年度は669,610千円の収入）となりま

した。主な要因は、税金等調整前当期純利益1,489,609千円、減価償却費3,280,719千円、仕入債務の増加額

997,219千円等があったものの、賃貸資産の取得による支出2,049,132千円、売上債権の増加額1,166,406千円、た

な卸資産の増加額899,572千円等があったことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、812,447千円の支出（前連結会計年度は539,926千円の支出）となりまし

た。主な要因は、有形固定資産の取得による支出702,816千円等があったことによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、779,893千円の支出（前連結会計年度は39,464千円の支出）となりまし

た。主な要因は、長期借入れによる収入5,225,000千円等があったものの、長期借入金の返済による支出5,007,176

千円、社債の償還による支出596,400千円、配当金の支払額214,608千円等があったことによります。 

（参考）キャッシュ・フロー関係指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースでの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべての負債を対象と

しております。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様への利益還元を重視

し安定した配当を継続して実施していくことを基本としております。内部留保につきましては、財務体質の改善と将

来の収益確保及び市場シェア獲得のための新型機材等への設備投資に充ててまいりたいと考えております。 

なお、当期の配当につきましては、平成25年５月24日に開催予定の当社取締役会決議により、１株当たり20円の配

当を実施させていただく予定であります。また、次期の配当につきましても１株当たり10円（株式分割前換算20円）

とさせていただく予定であります。 

（注）当社は、平成25年４月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

  平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 

自己資本比率（％）  19.1  19.3  20.4

時価ベースの自己資本比率（％）  18.3  23.5  35.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  7.6  29.4  12.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  9.3  2.5  6.1
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当社グループは、建設用仮設機材のレンタル及び販売事業を主たる業務としております。 

当社グループは、当連結会計年度より情報の区分を見直し、従来の単一セグメントから「レンタル事業」、「販売事

業」に変更しております。 

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

当社グループがレンタル及び販売する主要な仮設機材は外部足場材、支保工材、吊り足場材、型枠材、安全養生材、

屋根型仮設材等であります。 

当社が全国各地に支店５ヶ所、営業所８ヶ所及び機材センター22ヶ所を配備してレンタル及び販売するほか、連結子

会社10社が仮設機材をレンタル及び販売しております。うち、ホリー㈱及びホリーコリア㈱が、仮設機材及び太陽電池

設置架台等の製造を行い、当社グループ及び取引先に提供しております。 

㈱キャディアンが、仮設図面の作成を行い、当社グループ及び取引先に提供しております。 

(1）事業系統図 

 
（注）㈱石島機材製作所は、平成24年８月１日付で㈱トータル都市整備に商号変更しております。 

  

２．企業集団の状況
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(2）関係会社の状況 

（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。 

２．㈱石島機材製作所は、平成24年８月１日付で㈱トータル都市整備に商号変更しております。 

３．特定子会社に該当しております。 

４．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。 

５．平成25年３月29日付で締結した株式譲渡契約に基づき、㈱エム・ジー・アイの株式260株を取得し、議決権の

所有割合は91.7％となっております。 

６．ホリー株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が

10％を超えております。 

主要な損益情報等   (1）売上高    9,707,622千円 

(2）経常利益   1,021,140千円 

(3）当期純利益   582,204千円 

(4）純資産額   1,520,400千円 

(5）総資産額   6,087,796千円 

名称 住所 
資本金 

（千円） 
主要な事業内容 

議決権の

所有割合

（％） 

関係内容 

連結子会社           

㈱イワタ 和歌山県紀の川市  10,032 レンタル事業  60.0

当社から仮設機材をレンタ

ル・販売しております。 

役員の兼任１名 

㈱新建ナガキタ 新潟市中央区  10,000 レンタル事業  100.0

当社から仮設機材をレンタ

ル・販売しております。 

役員の兼任２名 

㈱タツミ 茨城県水戸市  10,000 レンタル事業  60.0

当社から仮設機材をレンタ

ル・販売しております。 

役員の兼任２名 

㈱キャディアン 大阪市北区  30,000 レンタル事業  100.0

当社から仮設図面の作成を依

頼しております。 

役員の兼任２名 

㈱ヒラマツ 静岡県牧之原市  10,000 レンタル事業  60.0

当社から仮設機材をレンタ

ル・販売しております。 

役員の兼任２名 

㈱ＳＮビルテック 東京都中央区  30,000 レンタル事業  100.0

当社から仮設機材をレンタ

ル・販売しております。 

役員の兼任２名 

㈱青森アトム 
青森県下北郡 

東通村 
 10,000 レンタル事業  100.0

当社から仮設機材をレンタ

ル・販売しております。 

役員の兼任３名 

㈱トータル都市整備

（注）２、３ 
名古屋市中川区  10,000 レンタル事業  100.0

当社から仮設機材をレンタ

ル・販売しております。 

役員の兼任２名 

ホリー㈱ 

（注）３、６ 
東京都江東区  400,000 販売事業  100.0

当社へ仮設機材を販売してお

ります。 

役員の兼任４名 

ホリーコリア㈱ 

（注）３、４ 
大韓民国慶尚南道 

 

百万ウォン 

3,400
販売事業 

 100.0

(100.0)

ホリー㈱へ仮設機材を販売し

ております。 

㈱エム・ジー・アイ 

（注）５ 
札幌市中央区  49,000 レンタル事業  91.7

当社から仮設機材をレンタ

ル・販売しております。 

役員の兼任１名 
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(1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、仮設機材等の提供を通じて質の高いサービスを広くお客様に提供し、特に建設・環境分野での社

会貢献を果たすことを目指しております。また、常にお客様のニーズにお応えするために新商品の開発及びサービス

の向上に努め、新しい価値を提供し続けることにより、当社グループのさらなる発展を図るとともに、社会、株主、

そして従業員に対して信頼と期待に応え、事業の永続的な発展を目指してまいります。 

(2）目標とする経営指標 

当社グループは、毎期の業績目標を着実に達成することが企業価値の増大に繋がると考えております。そのため、

第一の目標としては、平成26年３月期の業績目標の達成に注力する所存であります。また、中期的な目標として、財

務体質の改善を図るとともに、環境関連の毎期成長、売上高経常利益率５％を確保することを掲げております。 

(3）会社の対処すべき課題と中長期的な会社の経営戦略 

当社グループを取り巻く環境は、建設投資の低迷や同業他社との価格競争により厳しい環境に置かれております

が、震災以降、新政権による経済対策や企業マインドの改善により緩やかに回復傾向となり、建設市場の産業構造自

体も徐々に変化し、特に老朽化インフラの維持・補修・耐震化への対応が近々の課題であると認識しております。ま

た、成長が期待される環境分野では、生活環境のインフラ整備、自然災害に対する防災関連、太陽光発電関連、住宅

の耐震化等の市場参入による事業領域の拡大が課題であります。これらの課題認識に基づき、当社グループは、以下

のような中期的な経営方針を定め、各取組みを推進してまいります。 

① グループ経営基盤の確立 

グループ各社の役割を明確化し、独立した経営を推進しつつ、グループ資産の運用効率の向上、商品・技術開発

力の強化、グループ経営管理機能の強化等に向けた取組みを推進し、グループ一体経営によるシナジーの 大化を

図ります。 

② 環境関連事業へのシフト加速 

建設分野では、環境関連仮設機材の開発、製造、販売、レンタルの一貫体制を強化しつつ、高速道路、橋梁、プ

ラント、高層マンション等における維持補修工事や各種防災工事等の環境関連への営業を強化いたします。また、

雨水幹線、ＬＮＧパイプライン等の生活環境のインフラ整備工事関連へ積極的に営業展開いたします。さらに、新

たな環境分野では、住宅用制震装置、住宅用金物、太陽光発電パネル用架台の開発、製造、販売を強化いたしま

す。 

これらの環境関連事業へのシフトを加速させ、成長分野への事業領域を拡大してまいります。 

③ イノベーション 

顧客ニーズに合った仮設機材のイノベーションに取り組み、安全性・作業性を確保した新商品・新技術の開発を

早期に実現し、次世代の需要創造に向けた活動を推進してまいります。 

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,541,380 3,521,562

受取手形及び売掛金 6,343,399 7,528,689

商品及び製品 1,363,369 1,389,133

仕掛品 225,757 378,489

原材料及び貯蔵品 390,878 504,440

繰延税金資産 164,333 196,036

その他 329,929 322,535

貸倒引当金 △156,577 △115,657

流動資産合計 12,202,470 13,725,229

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産 26,023,437 26,303,891

減価償却累計額 △14,218,139 △14,984,707

賃貸資産（純額） 11,805,298 11,319,184

建物及び構築物 3,317,060 3,665,668

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,017,479 △1,981,635

建物及び構築物（純額） 1,299,580 1,684,033

機械装置及び運搬具 537,246 587,152

減価償却累計額 △403,043 △396,314

機械装置及び運搬具（純額） 134,202 190,838

土地 3,881,812 3,896,199

リース資産 836,012 859,892

減価償却累計額 △364,710 △451,596

リース資産（純額） 471,301 408,296

建設仮勘定 123,985 70,328

その他 463,320 491,685

減価償却累計額 △309,873 △353,465

その他（純額） 153,446 138,220

有形固定資産合計 17,869,628 17,707,100

無形固定資産   

借地権 392,472 392,472

のれん 136,474 49,771

リース資産 44,788 106,122

その他 285,973 234,262

無形固定資産合計 859,709 782,629

投資その他の資産   

投資有価証券 723,042 809,161

差入保証金 340,730 329,911

会員権 66,879 66,879

繰延税金資産 133,264 164,594

その他 484,343 642,611

貸倒引当金 △207,733 △240,217

投資その他の資産合計 1,540,525 1,772,939

固定資産合計 20,269,863 20,262,669

資産合計 32,472,333 33,987,898
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,946,975 4,939,872

短期借入金 417,376 416,887

1年内償還予定の社債 596,400 611,600

1年内返済予定の長期借入金 4,972,732 5,589,701

リース債務 146,601 162,546

未払法人税等 624,802 573,932

繰延税金負債 867 －

賞与引当金 147,219 169,828

役員賞与引当金 16,302 10,235

設備関係支払手形 151,780 111,220

その他 1,330,183 1,531,909

流動負債合計 12,351,241 14,117,734

固定負債   

社債 1,761,600 1,150,000

長期借入金 10,036,222 9,637,642

リース債務 362,484 388,180

繰延税金負債 96,761 50,946

退職給付引当金 489,505 537,258

役員退職慰労引当金 33,065 33,355

資産除去債務 12,442 12,746

その他 948,348 949,948

固定負債合計 13,740,430 12,760,079

負債合計 26,091,672 26,877,813

純資産の部   

株主資本   

資本金 679,750 679,750

資本剰余金 717,750 717,750

利益剰余金 4,989,947 5,582,829

自己株式 △223,905 △224,080

株主資本合計 6,163,541 6,756,248

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 100,209 143,113

繰延ヘッジ損益 △2,014 △15,697

為替換算調整勘定 9,523 63,478

その他の包括利益累計額合計 107,719 190,894

新株予約権 20,682 62,061

少数株主持分 88,718 100,880

純資産合計 6,380,661 7,110,085

負債純資産合計 32,472,333 33,987,898
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 23,201,388 28,113,407

売上原価 15,998,461 19,917,392

売上総利益 7,202,927 8,196,015

販売費及び一般管理費 6,165,237 6,590,532

営業利益 1,037,689 1,605,482

営業外収益   

受取利息 6,410 4,229

受取配当金 15,394 17,659

受取賃貸料 52,667 64,543

賃貸資産受入益 58,291 48,959

スクラップ売却収入 53,946 49,431

デリバティブ評価益 5,017 63,913

貸倒引当金戻入額 67,027 －

その他 297,757 88,811

営業外収益合計 556,512 337,548

営業外費用   

支払利息 266,635 258,768

支払手数料 49,198 54,042

社債発行費 25,048 －

持分法による投資損失 － 15,153

その他 173,006 61,455

営業外費用合計 513,889 389,420

経常利益 1,080,312 1,553,610

特別利益   

投資有価証券売却益 20,325 －

負ののれん発生益 177,205 －

特別利益合計 197,531 －

特別損失   

固定資産除却損 10,056 14,075

減損損失 8,487 49,925

特別損失合計 18,544 64,001

税金等調整前当期純利益 1,259,300 1,489,609

法人税、住民税及び事業税 672,270 781,953

法人税等調整額 △166,862 △111,727

法人税等合計 505,408 670,225

少数株主損益調整前当期純利益 753,891 819,383

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,479 12,128

当期純利益 755,371 807,255

エスアールジータカミヤ㈱　（2445）　平成25年3月期　決算短信

－9－



（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 753,891 819,383

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 141,754 42,937

繰延ヘッジ損益 3,501 △13,682

為替換算調整勘定 4,214 53,954

その他の包括利益合計 149,470 83,208

包括利益 903,362 902,592

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 904,833 890,430

少数株主に係る包括利益 △1,471 12,161
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 679,750 679,750

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 679,750 679,750

資本剰余金   

当期首残高 717,750 717,750

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 717,750 717,750

利益剰余金   

当期首残高 4,463,496 4,989,947

当期変動額   

剰余金の配当 △216,611 △214,372

当期純利益 755,371 807,255

連結子会社の増加に伴う減少高 △12,309 －

当期変動額合計 526,450 592,882

当期末残高 4,989,947 5,582,829

自己株式   

当期首残高 △170,820 △223,905

当期変動額   

自己株式の取得 △53,085 △175

当期変動額合計 △53,085 △175

当期末残高 △223,905 △224,080

株主資本合計   

当期首残高 5,690,176 6,163,541

当期変動額   

剰余金の配当 △216,611 △214,372

当期純利益 755,371 807,255

連結子会社の増加に伴う減少高 △12,309 －

自己株式の取得 △53,085 △175

当期変動額合計 473,364 592,707

当期末残高 6,163,541 6,756,248
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △41,537 100,209

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 141,746 42,903

当期変動額合計 141,746 42,903

当期末残高 100,209 143,113

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △5,515 △2,014

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,501 △13,682

当期変動額合計 3,501 △13,682

当期末残高 △2,014 △15,697

為替換算調整勘定   

当期首残高 5,309 9,523

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,214 53,954

当期変動額合計 4,214 53,954

当期末残高 9,523 63,478

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △41,743 107,719

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 149,462 83,175

当期変動額合計 149,462 83,175

当期末残高 107,719 190,894

新株予約権   

当期首残高 － 20,682

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 20,682 41,379

当期変動額合計 20,682 41,379

当期末残高 20,682 62,061

少数株主持分   

当期首残高 90,189 88,718

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,471 12,161

当期変動額合計 △1,471 12,161

当期末残高 88,718 100,880

純資産合計   

当期首残高 5,738,623 6,380,661

当期変動額   

剰余金の配当 △216,611 △214,372

当期純利益 755,371 807,255

連結子会社の増加に伴う減少高 △12,309 －

自己株式の取得 △53,085 △175

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 168,673 136,716

当期変動額合計 642,038 729,423

当期末残高 6,380,661 7,110,085
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,259,300 1,489,609

減価償却費 3,088,573 3,280,719

減損損失 8,487 49,925

のれん償却額 29,644 36,777

負ののれん発生益 △177,205 －

賃貸資産除却に伴う原価振替額 248,066 329,091

賃貸資産売却に伴う原価振替額 82,566 255,966

賃貸資産の取得による支出 △2,635,484 △2,049,132

賃貸資産受入益 △58,291 △48,959

貸倒引当金の増減額（△は減少） △88,938 △13,206

賞与引当金の増減額（△は減少） 22,684 22,609

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 16,302 △6,067

退職給付引当金の増減額（△は減少） 64,591 45,007

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △149,980 290

デリバティブ評価損益（△は益） △5,017 △63,913

株式報酬費用 20,482 41,379

受取利息及び受取配当金 △21,804 △21,888

支払利息 266,635 258,768

社債発行費 25,048 －

有形固定資産除却損 2,327 14,075

無形固定資産除却損 7,729 －

投資有価証券売却損益（△は益） △20,325 －

持分法による投資損益（△は益） － 15,153

売上債権の増減額（△は増加） △1,314,069 △1,166,406

たな卸資産の増減額（△は増加） △785,327 △899,572

仕入債務の増減額（△は減少） 835,558 997,219

その他 449,924 80,932

小計 1,171,478 2,648,378

利息及び配当金の受取額 21,199 22,463

利息の支払額 △268,412 △256,251

法人税等の支払額 △270,012 △839,083

法人税等の還付額 15,357 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 669,610 1,575,506
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

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 △347,932 △590,051

定期預金の払戻による収入 308,678 586,583

有形固定資産の取得による支出 △409,309 △702,816

有形固定資産の売却による収入 8,701 9,375

無形固定資産の取得による支出 △52,618 △20,374

投資有価証券の取得による支出 △109,466 △57,740

投資有価証券の売却による収入 24,627 25,922

投資有価証券の償還による収入 50,000 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△19,797 －

事業譲受による支出 △121,527 －

貸付けによる支出 △9,750 △52,830

貸付金の回収による収入 16,124 28,094

その他 122,343 △38,610

投資活動によるキャッシュ・フロー △539,926 △812,447

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） △556,306 △21,377

リース債務の返済による支出 △153,289 △165,156

長期借入れによる収入 5,141,650 5,225,000

長期借入金の返済による支出 △4,230,739 △5,007,176

社債の発行による収入 1,174,951 －

社債の償還による支出 △1,146,400 △596,400

新株予約権の発行による収入 200 －

配当金の支払額 △216,444 △214,608

自己株式の取得による支出 △53,085 △175

財務活動によるキャッシュ・フロー △39,464 △779,893

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28,822 △7,007

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 61,396 △23,842

現金及び現金同等物の期首残高 3,039,217 3,100,614

現金及び現金同等物の期末残高 3,100,614 3,076,771
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該当事項はありません。 

（減価償却方法の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

Ⅰ 前連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日） 

当社グループは、建設用仮設機材のレンタル事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

Ⅱ 当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日） 

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、建設用仮設機材の「レンタル事業」、建設用仮設機材の製造販売を中心とする「販売事業」

の２つを報告セグメントとしております。 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用している会計処理の方法

と概ね同一であります。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

セグメント間の内部収益及び振替額は市場実勢価格に基づいております。 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益の調整額△969,034千円には、セグメント間取引消去△102,524千円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△866,509千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメント

に帰属しない一般管理費であります。 

２．減価償却費の調整額33,060千円は、各報告セグメントに帰属しない全社資産に係る減価償却費であり

ます。 

３．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

(5）連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（会計方針の変更）

（セグメント情報等）

セグメント情報

  （単位：千円）

  レンタル事業 販売事業 合計 
調整額 

（注）１、２ 

連結損益 
計算書計上額 
（注）３ 

売上高           

外部顧客への売上高  15,685,804  12,427,603  28,113,407  －  28,113,407

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

 428,984  1,047,510  1,476,495  △1,476,495  －

計  16,114,789  13,475,113  29,589,902  △1,476,495  28,113,407

セグメント利益  997,840  1,576,676  2,574,517  △969,034  1,605,482

その他の項目           

減価償却費  2,967,428  280,230  3,247,658  33,060  3,280,719

のれん償却額  13,607  23,169  36,777  －  36,777
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４．報告セグメントの変更等に関する事項 

当社グループは、前連結会計年度末においては、建設用仮設機材のレンタル事業の単一セグメントでありまし

たが、当連結会計年度よりセグメント情報の区分を見直し、従来の単一セグメントから「レンタル事業」、「販

売事業」に変更しております。 

なお、前連結会計年度のセグメント情報は、当連結会計年度における報告セグメントに基づき作成すると次の

とおりになります。 

（注）１．セグメント利益の調整額△959,302千円には、セグメント間取引消去△131,246千円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△828,055千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメント

に帰属しない一般管理費であります。 

２．減価償却費の調整額36,782千円は、各報告セグメントに帰属しない全社資産に係る減価償却費であり

ます。 

３．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  （単位：千円）

  レンタル事業 販売事業 合計 
調整額 

（注）１、２ 

連結損益 
計算書計上額 
（注）３ 

売上高           

外部顧客への売上高  14,951,690  8,249,698  23,201,388  －  23,201,388

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

 174,231  1,053,053  1,227,284  △1,227,284  －

計  15,125,921  9,302,751  24,428,673  △1,227,284  23,201,388

セグメント利益  1,172,893  824,098  1,996,992  △959,302  1,037,689

その他の項目  

減価償却費  2,781,228  270,562  3,051,790  36,782  3,088,573

のれん償却額  6,475  23,169  29,644  －  29,644

エスアールジータカミヤ㈱　（2445）　平成25年3月期　決算短信

－16－



(注）１．当社は、平成25年２月21日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成25年４月１日付で株式１株につき２株

の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資

産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。 

２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

  
前連結会計年度 

（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 292.54 円 324.08

１株当たり当期純利益金額 円 34.94 円 37.66

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 円 34.68 円 36.84

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）  755,371  807,255

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  755,371  807,255

期中平均株式数（千株）  21,620  21,437

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（千円）  －  －

普通株式増加数（千株）  162  476

（うち新株予約権（千株）） ( ) 162 ( ) 476

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった
潜在株式の概要 

連結子会社の新株予約権２種類 

（新株予約権の数 個） 236

連結子会社の新株予約権２種類 

（新株予約権の数 個） 236

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円）  6,380,661  7,110,085

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）  109,400  162,941

（うち新株予約権） ( ) 20,682 ( ) 62,061

（うち少数株主持分） ( ) 88,718 ( ) 100,880

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  6,271,260  6,947,143

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
普通株式数（千株） 

 21,437  21,436
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当社は、平成25年２月21日開催の取締役会の決議に基づき、株式分割及び定款の一部変更を行っております。 

１．株式分割及び定款の一部変更の目的 

当社株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を図ることを目的として、株式分割を行いました。 

この株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に基づき、平成25年４月１日をもって当社定款の一部を

変更いたしました。 

２．株式分割の概要 

(1）分割の方法 

平成25年３月31日（日）（ただし、当日は振替機関及び口座管理機関の休業日につき、実質的には、平成

25年３月29日（金））を基準日として、同日 終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式

１株につき、２株の割合をもって分割いたしました。 

(2）分割により増加した株式数 

株式分割前の発行済株式総数    11,156,000株 

今回の分割により増加する株式数  11,156,000株 

株式分割後の発行済株式総数    22,312,000株 

株式分割後の発行可能株式総数   72,000,000株 

(3）発行可能株式総数の増加 

平成25年４月１日（月）をもって当社定款の一部を変更し、発行可能株式総数を36,000,000株増加させ、

72,000,000株といたしました。 

３．株式分割の日程 

基準日公告日   平成25年３月14日（木） 

基準日      平成25年３月31日（日） 

効力発生日    平成25年４月１日（月） 

（注）基準日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には平成25年３月29日（金）となります。  

４．１株当たり情報に及ぼす影響 

「１株当たり情報」は、当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算出しております。 

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,845,849 1,877,277

受取手形 983,112 1,002,951

売掛金 2,910,376 3,094,293

商品 865,005 711,111

貯蔵品 9,937 6,274

前払費用 140,136 132,588

繰延税金資産 47,718 38,291

その他 66,568 65,053

貸倒引当金 △128,925 △72,069

流動資産合計 6,739,778 6,855,773

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産 24,477,008 24,606,443

減価償却累計額 △13,464,225 △14,166,625

賃貸資産（純額） 11,012,782 10,439,817

建物 1,025,225 1,150,139

減価償却累計額及び減損損失累計額 △536,133 △528,535

建物（純額） 489,091 621,604

構築物 1,624,399 1,755,773

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,144,470 △1,082,362

構築物（純額） 479,928 673,410

機械及び装置 217,946 166,381

減価償却累計額 △169,837 △119,198

機械及び装置（純額） 48,108 47,183

車両運搬具 66,958 69,355

減価償却累計額 △65,165 △68,624

車両運搬具（純額） 1,793 731

工具、器具及び備品 295,477 296,745

減価償却累計額 △170,499 △189,955

工具、器具及び備品（純額） 124,978 106,790

土地 2,803,302 2,803,302

リース資産 344,568 353,268

減価償却累計額 △110,905 △185,946

リース資産（純額） 233,662 167,322

建設仮勘定 103,901 53,168

有形固定資産合計 15,297,549 14,913,331

無形固定資産   

借地権 392,472 392,472

ソフトウエア 268,046 211,608

リース資産 17,277 24,478

無形固定資産合計 677,797 628,560
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 597,541 674,625

関係会社株式 2,036,486 1,993,886

関係会社出資金 － 38,610

長期貸付金 58,833 58,667

破産更生債権等 119,149 164,305

長期前払費用 91,850 80,666

繰延税金資産 71,037 79,019

差入保証金 272,093 255,642

会員権 65,926 65,926

その他 86,864 161,309

貸倒引当金 △135,764 △175,189

投資その他の資産合計 3,264,018 3,397,469

固定資産合計 19,239,365 18,939,361

資産合計 25,979,144 25,795,135

負債の部   

流動負債   

支払手形 744,984 710,741

買掛金 1,028,264 1,175,030

短期借入金 300,000 250,000

1年内償還予定の社債 310,000 360,000

1年内返済予定の長期借入金 4,695,596 5,321,896

リース債務 65,258 69,405

未払金 637,959 683,992

未払費用 129,836 134,936

未払法人税等 287,835 170,453

未払消費税等 － 100,109

預り金 39,442 41,793

賞与引当金 78,401 77,144

役員賞与引当金 10,650 －

設備関係支払手形 151,780 111,220

その他 42,242 40,925

流動負債合計 8,522,252 9,247,650

固定負債   

社債 1,160,000 800,000

長期借入金 9,677,855 9,155,959

退職給付引当金 186,323 194,599

長期未払金 694,142 525,124

リース債務 214,855 167,320

資産除去債務 12,442 12,746

負ののれん 2,921 2,726

その他 150,388 182,715

固定負債合計 12,098,929 11,041,191

負債合計 20,621,181 20,288,841
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 679,750 679,750

資本剰余金   

資本準備金 717,750 717,750

資本剰余金合計 717,750 717,750

利益剰余金   

利益準備金 76,812 76,812

その他利益剰余金   

別途積立金 2,010,000 2,010,000

繰越利益剰余金 1,960,693 2,042,898

利益剰余金合計 4,047,506 4,129,711

自己株式 △223,905 △224,080

株主資本合計 5,221,100 5,303,130

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 118,194 156,798

繰延ヘッジ損益 △2,014 △15,697

評価・換算差額等合計 116,180 141,101

新株予約権 20,682 62,061

純資産合計 5,357,963 5,506,293

負債純資産合計 25,979,144 25,795,135
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 13,904,925 15,682,509

売上原価 9,274,859 11,127,225

売上総利益 4,630,066 4,555,284

販売費及び一般管理費   

販売手数料 29,672 47,179

役員報酬 137,370 131,580

給料及び手当 1,235,180 1,246,284

賞与及び手当 104,890 112,504

法定福利費 186,097 195,476

福利厚生費 76,401 84,585

賞与引当金繰入額 78,401 77,144

役員賞与引当金繰入額 10,650 －

退職給付費用 99,930 105,453

役員退職慰労引当金繰入額 5,100 －

株式報酬費用 20,482 41,379

通信費 57,510 56,284

賃借料 66,331 57,316

減価償却費 262,188 300,867

長期前払費用償却 12,617 11,186

地代 422,759 393,950

家賃 302,943 302,131

その他 843,321 847,940

販売費及び一般管理費合計 3,951,846 4,011,265

営業利益 678,220 544,019

営業外収益   

受取利息 3,955 2,521

受取配当金 92,719 118,021

受取賃貸料 62,105 83,398

負ののれん償却額 194 194

賃貸資産受入益 17,545 48,959

スクラップ売却収入 36,737 40,336

貸倒引当金戻入額 84,192 7,395

雑収入 36,440 35,064

営業外収益合計 333,890 335,892

営業外費用   

支払利息 201,981 202,673

社債利息 17,766 12,072

支払手数料 48,885 53,729

社債発行費 12,289 －

雑損失 37,591 28,149

営業外費用合計 318,515 296,624

経常利益 693,595 583,286

エスアールジータカミヤ㈱　（2445）　平成25年3月期　決算短信

－22－



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 20,325 －

特別利益合計 20,325 －

特別損失   

固定資産除却損 9,971 12,402

関係会社株式評価損 － 42,599

減損損失 8,487 －

特別損失合計 18,458 55,002

税引前当期純利益 695,462 528,284

法人税、住民税及び事業税 306,796 232,279

法人税等調整額 7,572 △572

法人税等合計 314,369 231,706

当期純利益 381,093 296,577
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（注） 他勘定受入高は、賃貸資産の振替受入高であります。 

売上原価明細書

    
前事業年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅰ 賃貸収入原価               

１．賃借料    1,498,390      1,604,436     

２．検収修理費    1,612,122      1,683,408     

３．運賃    1,582,243      1,743,546     

４．減価償却費    2,462,809      2,588,318     

５．その他    1,098,150  8,253,717  89.0  1,437,134  9,056,844  81.4

Ⅱ 商品売上原価               

１．期首商品棚卸高    873,283      865,005     

２．当期商品仕入高    955,290      1,717,415     

３．他勘定受入高    57,573      199,071     

合計    1,886,147      2,781,492     

４．期末商品棚卸高    865,005  1,021,141  11.0  711,111  2,070,380  18.6

売上原価      9,274,859  100.0    11,127,225  100.0
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 679,750 679,750

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 679,750 679,750

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 717,750 717,750

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 717,750 717,750

資本剰余金合計   

当期首残高 717,750 717,750

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 717,750 717,750

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 76,812 76,812

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 76,812 76,812

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 2,010,000 2,010,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,010,000 2,010,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 1,796,212 1,960,693

当期変動額   

剰余金の配当 △216,611 △214,372

当期純利益 381,093 296,577

当期変動額合計 164,481 82,204

当期末残高 1,960,693 2,042,898

利益剰余金合計   

当期首残高 3,883,024 4,047,506

当期変動額   

剰余金の配当 △216,611 △214,372

当期純利益 381,093 296,577

当期変動額合計 164,481 82,204

当期末残高 4,047,506 4,129,711

自己株式   

当期首残高 △170,820 △223,905

当期変動額   

自己株式の取得 △53,085 △175

当期変動額合計 △53,085 △175

当期末残高 △223,905 △224,080
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本合計   

当期首残高 5,109,704 5,221,100

当期変動額   

剰余金の配当 △216,611 △214,372

当期純利益 381,093 296,577

自己株式の取得 △53,085 △175

当期変動額合計 111,396 82,029

当期末残高 5,221,100 5,303,130

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △33,984 118,194

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 152,179 38,603

当期変動額合計 152,179 38,603

当期末残高 118,194 156,798

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △5,515 △2,014

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,501 △13,682

当期変動額合計 3,501 △13,682

当期末残高 △2,014 △15,697

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △39,500 116,180

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 155,680 24,921

当期変動額合計 155,680 24,921

当期末残高 116,180 141,101

新株予約権   

当期首残高 － 20,682

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 20,682 41,379

当期変動額合計 20,682 41,379

当期末残高 20,682 62,061

純資産合計   

当期首残高 5,070,204 5,357,963

当期変動額   

剰余金の配当 △216,611 △214,372

当期純利益 381,093 296,577

自己株式の取得 △53,085 △175

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 176,363 66,300

当期変動額合計 287,759 148,329

当期末残高 5,357,963 5,506,293
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