
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

   

   

 

       

 

       

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年12月期第２四半期の業績（平成25年１月１日～平成25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 ％

25年12月期第２四半期 2,555 6.8 134 △32.0 85 △42.3 29 △63.4
24年12月期第２四半期 2,393 13.3 197 576.4 148 － 81 －

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12月期第２四半期 3.93 －
24年12月期第２四半期 10.74 －

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年12月期第２四半期 9,032 1,460 16.2

24年12月期 8,187 1,475 18.0

(参考) 自己資本 25年12月期第２四半期 1,460百万円 24年12月期 1,475百万円

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

24年12月期 － 0.00 － 6.00 6.00

25年12月期 － 0.00

25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 ：無

３．平成25年12月期の業績予想（平成25年１月１日～平成25年12月31日）

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 5,600 9.3 400 5.8 300 4.2 150 △15.8 19.80

(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

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 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 ： 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

（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) 25年12月期２Ｑ 7,602,520株 24年12月期 7,602,520株

② 期末自己株式数 25年12月期２Ｑ 29,326株 24年12月期 28,725株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期２Ｑ 7,573,636株 24年12月期２Ｑ 7,575,001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
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き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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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和などによって、株価

の回復や円安の進行による輸出環境の改善など、景気回復の兆しが見られました。一方では、原材料価

格の上昇や国外経済の不透明感が継続するなどの不安材料が残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、被災地への復旧・復興工事に加え、それ以外

の地域においても防災・減災工事など公共投資は増加傾向となっておりました。しかしながら一方で

は、工事従事者不足や価格競争の激化などの懸念材料も抱えた状況となっておりました。 

このような環境の中、当社は、社会問題でもある老朽化インフラに対しての点検車両や道路関連機械

などを積極導入し、効率的な機械配置を進めることに加えて営業エリアの拡大も行い、ひたちなか営業

所（茨城県ひたちなか市）、いわき営業所（福島県いわき市）を出店することで売上拡大を目指してま

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たことなどから、25

億55百万円（前年同期比6.8％増）となりました。 

利益面につきましては、賃貸資産の導入促進によって減価償却費や維持費用が増加したことなどか

ら、営業利益は１億34百万円（前年同期比32.0％減）、経常利益は85百万円（前年同期比42.3％減）、

四半期純利益は29百万円（前年同期比63.4％減）となりました。 

  

１．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３億93百万円増加し、27億

44百万円となりました。主な要因といたしましては、現金及び預金が４億92百万円増加、売掛金が85百

万円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４億51百万円増加し、62億

87百万円となりました。主な要因といたしましては、賃貸資産が４億４百万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１百万円増加し、27億75百

万円となりました。主な要因といたしましては、短期借入金が31百万円、未払金が８百万円、賞与引当

金が４百万円それぞれ増加、支払手形が32百万円、買掛金が47百万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８億58百万円増加し、47億

96百万円となりました。主な要因といたしましては、長期借入金が６億77百万円、長期未払金が２億57

百万円それぞれ増加、社債が74百万円減少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14百万円減少し、14億60百万

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15百万円減少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３億80百万円増加し、12億32百万円となりました。 

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、６億80百万円（前年同期は７億46百万円の獲得）となりました。これ

は主に税引前四半期純利益65百万円に資金の増加要因である減価償却費５億60百万円、売上債権の減少

額１億７百万円と資金の減少要因である仕入債務の減少額79百万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、５億60百万円（前年同期は１億78百万円の使用）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４億94百万円と定期預金等の純減額56百万円などによるも

のであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果獲得した資金は、２億59百万円（前年同期は１億50百万円の使用）となりました。 

これは主に、借入金の純増額７億９百万円、社債の償還74百万円、割賦債務の支払額３億30百万円など

によるものであります。 

  

平成25年２月19日付「平成24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通期の

業績予想についての変更はありません。 

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、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。  

  

（３）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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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24年12月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,182,437 1,674,838

受取手形 326,365 304,635

売掛金 765,849 680,020

商品 8,492 8,949

貯蔵品 7,804 6,784

繰延税金資産 23,993 50,657

その他 49,378 30,460

貸倒引当金 △12,700 △11,400

流動資産合計 2,351,621 2,744,945

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産   

機械及び装置（純額） 2,160,409 2,447,485

車両運搬具（純額） 1,120,684 1,247,755

その他の賃貸資産（純額） 103,446 94,139

賃貸資産合計 3,384,540 3,789,380

社用資産   

建物（純額） 377,826 410,050

土地 1,711,241 1,704,049

その他の社用資産（純額） 114,665 189,558

社用資産合計 2,203,732 2,303,657

有形固定資産合計 5,588,273 6,093,038

無形固定資産 42,464 46,987

投資その他の資産   

繰延税金資産 25,161 19,277

その他 225,496 170,719

貸倒引当金 △46,007 △42,803

投資その他の資産合計 204,649 147,194

固定資産合計 5,835,387 6,287,219

資産合計 8,187,008 9,032,165

㈱ニッパンレンタル（4669）平成25年12月期　第２四半期決算短信

4



(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年12月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 482,816 450,173

買掛金 200,108 152,954

短期借入金 1,087,272 1,118,917

1年内償還予定の社債 148,000 148,000

未払金 643,258 651,366

未払法人税等 62,106 59,683

賞与引当金 28,528 33,311

その他 122,221 161,270

流動負債合計 2,774,312 2,775,677

固定負債   

社債 802,000 728,000

長期借入金 2,062,961 2,740,909

長期未払金 1,032,305 1,289,573

資産除去債務 39,356 37,342

その他 1,054 617

固定負債合計 3,937,677 4,796,443

負債合計 6,711,989 7,572,121

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 553,219 537,541

自己株式 △3,957 △4,079

株主資本合計 1,464,560 1,448,760

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,604 11,284

繰延ヘッジ損益 △145 －

評価・換算差額等合計 10,459 11,284

純資産合計 1,475,019 1,460,044

負債純資産合計 8,187,008 9,032,165
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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24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 2,393,797 2,555,737

売上原価 1,599,531 1,768,264

売上総利益 794,265 787,472

販売費及び一般管理費 596,280 652,924

営業利益 197,985 134,548

営業外収益   

受取利息 156 169

受取配当金 666 800

損害保険受取額 14,313 15,886

受取賃貸料 1,800 1,800

その他 5,738 3,336

営業外収益合計 22,675 21,993

営業外費用   

支払利息 58,946 63,125

事故復旧損失 3,050 2,730

社債発行費 9,977 －

その他 370 5,087

営業外費用合計 72,344 70,944

経常利益 148,316 85,598

特別利益   

固定資産売却益 115 －

特別利益合計 115 －

特別損失   

固定資産売却損 467 －

固定資産除却損 1,361 11,659

投資有価証券評価損 2,423 －

減損損失 6,618 8,885

特別損失合計 10,870 20,544

税引前四半期純利益 137,561 65,054

法人税等 56,190 35,289

四半期純利益 81,370 29,764
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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24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25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 137,561 65,054

減価償却費 433,827 560,708

減損損失 6,618 8,885

長期前払費用償却額 42 149

貸倒引当金の増減額（△は減少） △68 △4,504

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,401 4,783

受取利息及び受取配当金 △823 △970

支払利息 58,946 63,125

有形固定資産売却損益（△は益） 352 －

有形固定資産除却損 1,361 11,659

投資有価証券評価損 2,423 －

売上債権の増減額（△は増加） 98,072 107,559

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,647 562

仕入債務の増減額（△は減少） △15,614 △79,796

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,158 △876

その他 82,774 65,330

小計 810,383 801,668

利息及び配当金の受取額 867 988

利息の支払額 △58,239 △63,939

法人税等の支払額 △6,046 △57,735

営業活動によるキャッシュ・フロー 746,964 680,982

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 △209,701 △494,576

有形固定資産の売却による収入 600 －

無形固定資産の取得による支出 － △6,678

投資有価証券の取得による支出 △1,166 △1,139

貸付けによる支出 △690 △740

貸付金の回収による収入 1,075 1,290

差入保証金の差入による支出 △3,911 △5,143

差入保証金の回収による収入 410 2,837

定期預金等の預入による支出 △266,890 △294,159

定期預金等の満期等による収入 301,392 237,443

その他 10 571

投資活動によるキャッシュ・フロー △178,870 △560,293

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） △509,998 △109,998

長期借入れによる収入 850,000 1,300,000

長期借入金の返済による支出 △541,329 △480,409

社債の発行による収入 490,022 －

社債の償還による支出 △100,000 △74,000

自己株式の取得による支出 △326 △122

配当金の支払額 △37,367 △44,785

割賦債務の支払額 △301,316 △330,688

財務活動によるキャッシュ・フロー △150,315 259,996

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） 417,778 380,685

現金及び現金同等物の期首残高 442,366 851,518

現金及び現金同等物の四半期末残高 860,144 1,232,204

㈱ニッパンレンタル（4669）平成25年12月期　第２四半期決算短信

7



  

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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