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（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 ％

26年３月期第１四半期 3,910 15.6 △336 － △367 － △243 －

25年３月期第１四半期 3,383 5.6 △362 － △381 － △247 －

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

26年３月期第１四半期 △31.62 －

25年３月期第１四半期 △32.12 －

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

26年３月期第１四半期 34,426 11,750 34.1 1,523.75

25年３月期 33,668 12,139 36.1 1,573.98

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 11,750百万円 25年３月期 12,139百万円

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

25年３月期 － 0.00 － 20.00 20.00

26年３月期 －

26年３月期（予想） 0.00 － 20.00 20.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成26年３月期の業績予想（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） 9,560 14.6 280 19.7 220 8.7 100 3.8 12.97

通期 21,100 9.8 1,760 22.7 1,650 17.5 930 21.4 120.59

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（３）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

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

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） 26年３月期１Ｑ 8,115,068株 25年３月期 8,115,068株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 403,576株 25年３月期 402,670株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 7,711,763株 25年３月期１Ｑ 7,714,346株

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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に掲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利用にあたっての注

意事項については、［添付資料］Ｐ.２「1.当四半期決算に関する定性的情報(3)業績予想などの将来予測情報に関す

る説明」をご覧下さい。
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（１）経営成績に関する説明

当第１四半期累計期間（平成25年４月１日～平成25年６月30日）における我が国経済は、新政権による財政・経

済・金融政策いわゆる「アベノミクス」による経済対策効果により景況感は回復しつつあるものの、長引く欧州の

債務危機問題及び中国経済の減速懸念等、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

このような状況の下、当社の主力ユーザーである建設業界におきましては、震災の復旧・復興関連工事の継続に

加え、アベノミクスによる経済対策により公共投資及び消費税増税を見据えた住宅等の駆け込み需要により民間建

設投資が増加し順調に推移いたしました。

この状況を踏まえ、当社は業界最大手のアクティオグループとの連携を更に深め、「レンサルティング®」いわ

ゆる提案営業をお客様に提供し付加価値を高めると共にレンタル機械の新規購入を積極的に進めバリエーションの

充実を図り多様化する顧客ニーズに的確にお応えして参りました。

その結果、売上高は3,910百万円（前年同期比15.6%増）、営業損失336百万円（前年同期比25百万円改善）、経

常損失367百万円（前年同期比14百万円改善）、四半期純損失243百万円（前年同期比3百万円改善）となりまし

た。

（売上高の季節的変動要因）

当社の売上高の約９割を占める建機レンタル部門は、７～12月にかけて需要が集中することが通例となっており

ます。このため当第１四半期会計期間の売上高は他の四半期会計期間と比較して低くなる傾向にあります。

（２）財政状態に関する説明

（総資産の状況） 

当第１四半期会計期間末における総資産は前事業年度末に比べ757百万円増加し34,426百万円となりました。

（資産の状況）

流動資産は前事業年度末に比べ857百万円減少し12,281百万円となりました。主な内訳は繁忙期の売上代金回収

に伴う受取手形及び売掛金の減少1,075百万円であります。

固定資産は前事業年度末に比べ1,615百万円増加し22,145百万円となりました。主な内訳は賃貸用資産の購入に

よる増加1,618百万円であります。

（負債の状況）

流動負債は前事業年度末に比べ91百万円増加し10,439百万円となりました。主な内訳は賃貸資産の割賦購入等に

よる未払金の増加395百万円であります。

固定負債は前事業年度末に比べ1,055百万円増加し12,236百万円となりました。主な内訳は返済による長期借入

金の減少322百万円、賃貸資産の割賦購入等による長期未払金の増加723百万円、同様にリース債務の増加654百万

円あります。

（純資産の状況）

以上の結果純資産は、前事業年度末に比べ388百万円減少し11,750百万円となり、当第１四半期会計期間末の自

己資本比率は34.1%、1株当たり純資産は1,524円となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成25年３月期決算短信（平成25年５月８日公表）において発表いたしました業績予想に変更はありません。

（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。

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
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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25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,491,909 5,545,271

受取手形及び売掛金 5,455,099 4,379,696

商品及び製品 94,842 93,190

原材料及び貯蔵品 398,971 814,076

その他の流動資産 770,753 1,535,027

貸倒引当金 △72,735 △85,976

流動資産合計 13,138,841 12,281,286

固定資産

有形固定資産

賃貸用資産

簡易建物（純額） 2,425,334 2,342,175

賃貸用機械装置（純額） 2,138,135 2,303,721

土留パネル（純額） 7,825 7,201

賃貸用車両・運搬具（純額） 1,851,944 2,564,605

リース資産（純額） 6,711,523 7,535,336

賃貸用資産合計 13,134,763 14,753,039

自社用資産

建物（純額） 1,405,895 1,384,669

土地 5,129,295 5,130,856

その他（純額） 269,183 280,073

自社用資産合計 6,804,373 6,795,599

有形固定資産合計 19,939,136 21,548,639

無形固定資産 268,002 265,466

投資その他の資産

投資有価証券 117,595 132,517

関係会社株式 10,000 10,000

長期前払費用 15,118 5,238

繰延税金資産 22,460 16,701

保険積立金 18,537 18,914

その他 175,278 184,147

貸倒引当金 △36,212 △36,212

投資その他の資産 322,777 331,306

固定資産合計 20,529,917 22,145,412

資産合計 33,668,758 34,426,698
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形 4,503,341 4,507,473

設備関係支払手形 166,824 182,382

買掛金 725,138 795,418

短期借入金 1,432,884 1,332,946

リース債務 1,277,726 1,453,098

未払金 1,471,680 1,867,519

未払法人税等 336,123 28,897

預り金 33,386 30,914

未払消費税等 88,453 －

賞与引当金 161,627 80,814

株主優待経費引当金 5,906 6,973

その他の流動負債 145,308 153,436

流動負債合計 10,348,401 10,439,875

固定負債

長期借入金 2,233,607 1,910,834

リース債務 5,495,601 6,150,555

長期未払金 3,452,002 4,175,028

固定負債合計 11,181,210 12,236,418

負債合計 21,529,612 22,676,293

純資産の部

株主資本

資本金 3,013,011 3,013,011

資本剰余金 2,367,521 2,367,521

利益剰余金 7,019,437 6,621,319

自己株式 △250,553 △251,232

株主資本合計 12,149,416 11,750,619

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △10,269 △214

評価・換算差額等合計 △10,269 △214

純資産合計 12,139,146 11,750,405

負債純資産合計 33,668,758 34,426,698
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（２）四半期損益計算書
（第１四半期累計期間）

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

売上高 3,383,763 3,910,147

売上原価 3,061,223 3,508,896

売上総利益 322,539 401,250

販売費及び一般管理費 684,540 737,437

営業損失（△） △362,001 △336,187

営業外収益

受取利息 1,780 2,221

受取配当金 856 855

賃貸料 2,954 3,024

その他 9,876 5,282

営業外収益合計 15,467 11,384

営業外費用

支払利息 34,981 42,328

その他 339 665

営業外費用合計 35,321 42,993

経常損失（△） △381,855 △367,796

特別利益

受取保険金 4,393 －

特別利益合計 4,393 －

特別損失

固定資産除却損 1,032 1,216

その他 41 －

特別損失合計 1,074 1,216

税引前四半期純損失（△） △378,536 △369,013

法人税、住民税及び事業税 11,710 11,717

法人税等調整額 △142,453 △136,860

法人税等合計 △130,743 △125,143

四半期純損失（△） △247,792 △243,869
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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）四半期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）

（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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