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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12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 ％

26年3月期第3四半期 8,655 3.9 168 272.3 119 2,474.5 108 ―
25年3月期第3四半期 8,328 △23.4 45 △91.1 4 △99.0 △40 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 426百万円 （―％） 25年3月期第3四半期 △71百万円 （―％）

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

26年3月期第3四半期 3.13 ―
25年3月期第3四半期 △1.18 ―

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3四半期 27,290 15,085 53.3 418.08
25年3月期 27,437 14,949 52.4 413.26
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 14,543百万円 25年3月期 14,378百万円

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

25年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
26年3月期 ― 2.00 ―
26年3月期（予想） 5.00 7.00

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、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 13,400 3.6 530 48.6 460 45.2 310 19.2 8.87



(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
半期財務諸表のレビュー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 
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。なお、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2ページ「連結業
績予想などの将来予測情報に関する説明」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
②①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3Q 34,943,225 株 25年3月期 34,943,225 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 156,204 株 25年3月期 150,992 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 34,789,936 株 25年3月期3Q 34,795,282 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、日銀の金融緩和や政府の公共投資の拡大等の経済

対策の効果もあり、景気は緩やかな回復を見せ始めた一方で、新興国等の経済不安や本年４月からの消

費税増税に対する個人消費への影響等、先行きに不透明感が残る状況となりました。 

仮設建物リース業界におきましても、公共投資拡大の影響もあり堅調に推移しておりますが、消費税

増税による需要減退のリスクが懸念されます。 

このような状況におきまして当社グループは、民間設備投資関連の需要を中心として積極的な営業活

動を行い、新規顧客の開拓や受注単価の下落抑制に努めました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は8,655百万円（前年同四半期比3.9％増）となりまし

た。損益面につきましては、営業利益は168百万円（前年同四半期比272.3％増）、経常利益は119百万

円（前年同四半期比2,474.5％増）、四半期純利益は108百万円（前年同四半期は40百万円の四半期純損

失）となりました。 

なお、セグメントごとの業績は、日本が売上高8,258百万円（前年同四半期比3.6％増）、中国が413

百万円（前年同四半期比9.9％増、セグメント間取引消去後396百万円（前年同四半期比11.4％増））と

なりました。また、営業損益は日本が195百万円の営業利益（前年同四半期比395.2％増）、中国が30百

万円の営業損失（前年同四半期は4百万円の営業利益、セグメント間取引消去後は27百万円の営業損失

（前年同四半期は5百万円の営業利益））となりました。 

  

資産の部 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末より147百万円減少し、27,290百万円

となりました。理由の主なものは現金及び預金の減少604百万円であります。 

  

負債の部  

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末より283百万円減少し、12,204百万円

となりました。理由の主なものは支払手形及び買掛金の減少1,347百万円であります。 

  

純資産の部  

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は前連結会計年度末より135百万円増加し、15,085百万

円となりました。理由の主なものは為替換算調整勘定の増加285百万円であります。 

  

通期の連結業績見通しにつきましては、平成25年４月26日付の決算短信において発表しました予想を

変更しておりません。 

なお、業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績

はさまざまなリスク要因や不確実な要素により、現時点の予想と異なる可能性があります。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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 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。 

  

  

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
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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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,737 1,132

受取手形及び売掛金 9,783 9,336

電子記録債権 － 9

商品及び製品 138 185

仕掛品 33 47

原材料及び貯蔵品 310 442

繰延税金資産 41 41

その他 264 296

貸倒引当金 △63 △75

流動資産合計 12,244 11,416

固定資産   

有形固定資産   

リース用資産（純額） 5,934 6,866

建物及び構築物（純額） 2,168 2,140

土地 4,989 4,989

建設仮勘定 － 218

リース資産（純額） 1,225 714

その他（純額） 140 177

有形固定資産合計 14,459 15,107

無形固定資産 359 406

投資その他の資産   

投資有価証券 134 159

その他 225 192

投資その他の資産合計 360 351

固定資産合計 15,179 15,865

繰延資産 12 8

資産合計 27,437 27,290

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,317 1,969

短期借入金 1,129 2,413

1年内償還予定の社債 280 280

リース債務 336 97

未払法人税等 37 23

前受リース収益 2,564 2,696

賞与引当金 115 62

役員賞与引当金 12 7

設備関係支払手形 43 247

その他 490 527

流動負債合計 8,327 8,324
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

固定負債   

社債 720 480

長期借入金 2,412 2,418

リース債務 315 261

繰延税金負債 40 53

退職給付引当金 532 531

役員退職慰労引当金 140 135

固定負債合計 4,160 3,879

負債合計 12,487 12,204

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,032 8,032

資本剰余金 5,637 5,637

利益剰余金 930 795

自己株式 △27 △28

株主資本合計 14,573 14,437

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 27 43

為替換算調整勘定 △223 62

その他の包括利益累計額合計 △195 105

少数株主持分 571 542

純資産合計 14,949 15,085

負債純資産合計 27,437 27,290
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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３四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 8,328 8,655

売上原価 6,561 6,747

売上総利益 1,766 1,907

販売費及び一般管理費 1,721 1,739

営業利益 45 168

営業外収益   

受取利息 5 2

スクラップ売却益 7 15

保険解約返戻金 8 5

その他 16 14

営業外収益合計 38 38

営業外費用   

支払利息 61 56

為替差損 1 16

その他 15 13

営業外費用合計 78 87

経常利益 4 119

特別利益   

固定資産売却益 6 1

負ののれん発生益 － 44

特別利益合計 6 46

特別損失   

固定資産除却損 16 35

特別損失合計 16 35

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△4 130

法人税、住民税及び事業税 39 32

法人税等調整額 18 1

法人税等合計 57 34

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△62 96

少数株主損失（△） △21 △12

四半期純利益又は四半期純損失（△） △40 108
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△62 96

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1 15

為替換算調整勘定 △10 313

その他の包括利益合計 △9 329

四半期包括利益 △71 426

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △71 409

少数株主に係る四半期包括利益 0 16
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 該当事項はありません。 

  

  

 株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。 

  

  

【セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

 １．報告セグメントごとの売上額及び利益又は損失の金額に関する情報  

（単位：百万円）

  （注） １ 調整額はセグメント間取引消去であります。 

   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。 

  

  当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日）  

   １．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 

（単位：百万円）

  （注） １ 調整額はセグメント間取引消去であります。 

   ２ セグメント利益又は損失（△）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）四半期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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  報告セグメント
調整額

四半期連結損益
計算書計上額  日本 中国 計

売上高          

外部顧客への売上高 7,972 356 8,328 － 8,328

セグメント間の内部売上高 
又は振替高

0 20 20 △20 －

計 7,972 376 8,348 △20 8,328

セグメント利益 39 4 43 1 45
 

  報告セグメント
調整額

四半期連結損益
計算書計上額  日本 中国 計

売上高          

外部顧客への売上高 8,258 396 8,655 ― 8,655

セグメント間の内部売上高 
又は振替高

― 16 16 △16 ―

計 8,258 413 8,672 △16 8,655

セグメント利益又は損失（△） 195 △30 165 3 168
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