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(百万円未満切捨て)
１．平成28年12月期第１四半期の業績（平成28年１月１日～平成28年３月31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 ％

28年12月期第１四半期 1,697 2.9 100 30.1 70 34.5 39 52.7

27年12月期第１四半期 1,649 6.4 77 △62.2 52 △70.2 25 △70.0
　

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

28年12月期第１四半期 52.34 －

27年12月期第１四半期 34.30 －
　

※ 当社は、平成27年７月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っておりますので、前事業年度の期首
に当該株式併合が行われたものとして１株当たり四半期純利益を算定しております。

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

28年12月期第１四半期 11,936 1,753 14.7

27年12月期 12,127 1,766 14.6

(参考) 自己資本 28年12月期第１四半期 1,753百万円 27年12月期 1,766百万円
　

　　

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

27年12月期 － 0.00 － 60.00 60.00

28年12月期 －

28年12月期(予想) 0.00 － 60.00 60.00

(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28年12月期の業績予想（平成28年１月１日～平成28年12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) 3,400 4.5 120 16.4 60 22.4 35 98.4 46.24

通期 7,300 5.3 430 29.0 310 47.5 170 50.3 224.62

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
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※ 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 ： 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 ： 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) 28年12月期１Ｑ 760,252株 27年12月期 760,252株

② 期末自己株式数 28年12月期１Ｑ 3,432株 27年12月期 3,402株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年12月期１Ｑ 756,840株 27年12月期１Ｑ 756,876株
　

※ 当社は、平成27年７月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っておりますので、前
事業年度の期首に当該株式併合が行われたものとして、期末発行済株式数（自己株式を含む）、期末
自己株式数及び期中平均株式数（四半期累計）を算定しております。

※ 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
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．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

　当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境に改善がみられ、緩やかな回復基調が続いて

いるものの、中国をはじめとしたアジア新興国の経済成長の鈍化や資源国の景気減速に対する警戒感などから、景

気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。

　当社の主たる需要先である建設業界を取り巻く環境は、建築工事などへの民間設備投資が堅調に推移したものの、

道路工事などの公共投資が縮減傾向となったことや、工事従事者不足や原材料価格高騰などの懸念材料が継続し、

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、今期より第５次中期経営計画をスタートさせ、建築工事現場や維持補修工事現場

など、顧客ニーズの変化を的確に捉えるとともに、店舗や情報ネットワークを活用し、賃貸機械の最適な配置と提

供を促進することで、売上の拡大に努めてまいりました。

　この結果、当第１四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、16億97百万円

（前年同期比2.9％増）となりました。

　利益面につきましては、営業利益は１億円（前年同期比30.1％増）、経常利益は70百万円（前年同期比34.5％増）、

四半期純利益は39百万円（前年同期比52.7％増）となりました。
　

（２）財政状態に関する説明

資産・負債・純資産の変動状況

（流動資産）

　当第１四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72百万円増加し、36億56百万円とな

りました。主な要因といたしましては、現金及び預金が76百万円、売掛金が13百万円それぞれ増加、受取手形が42

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１四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２億63百万円減少し、82億79百万円

となりました。主な要因といたしましては、賃貸資産が２億55百万円、社用資産が９百万円それぞれ減少したこと

などによるものであります。

（流動負債）

　当第１四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51百万円減少し、36億89百万円とな

りました。主な要因といたしましては、支払手形が25百万円、短期借入金が69百万円、賞与引当金が42百万円それ

ぞれ増加、未払金が89百万円、買掛金が14百万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１四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１億26百万円減少し、64億93百万円

となりました。主な要因といたしましては、長期借入金が２億69百万円増加、長期未払金が３億35百万円減少した

ことなどによるものであります。

（純資産）

　当第１四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13百万円減少し、17億53百万円となり

ました。主な要因といたしましては、利益剰余金が５百万円減少したことなどによるものであります。
　

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　平成28年２月17日付「平成27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平成28年12月期

の第２四半期累計期間及び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。

　

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

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

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という）及

び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」とい

う）等を、当第１四半期会計期間から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変

更いたしました。また、当第１四半期会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の

確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期会計期間の四半期財務諸表に反映させる方法

に変更いたします。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）及び事業分離等会計基準第57－４

項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期会計期間の期首時点から将来にわたって適用して

おります。

　なお、当第１四半期累計期間において、四半期財務諸表に与える影響額はありません。
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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27年12月31日)

当第１四半期会計期間
(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,119,484 2,196,394

受取手形 383,746 341,674

売掛金 1,010,640 1,024,505

商品 8,425 11,843

貯蔵品 8,574 7,218

繰延税金資産 27,257 38,989

その他 29,873 40,102

貸倒引当金 △4,400 △4,400

流動資産合計 3,583,601 3,656,328

固定資産

有形固定資産

賃貸資産

機械及び装置（純額） 3,569,301 3,428,509

車両運搬具（純額） 2,055,811 1,941,440

その他の賃貸資産（純額） 110,130 109,723

賃貸資産合計 5,735,243 5,479,673

社用資産

建物（純額） 479,700 474,282

土地 1,822,260 1,822,260

その他の社用資産（純額） 282,920 278,925

社用資産合計 2,584,881 2,575,467

有形固定資産合計 8,320,124 8,055,141

無形固定資産 60,005 59,255

投資その他の資産

繰延税金資産 11,800 14,341

その他 179,757 180,868

貸倒引当金 △28,044 △29,819

投資その他の資産合計 163,513 165,390

固定資産合計 8,543,644 8,279,787

資産合計 12,127,245 11,936,115
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(単位：千円)

前事業年度
(平成27年12月31日)

当第１四半期会計期間
(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 706,874 732,681

買掛金 273,979 259,419

短期借入金 1,338,067 1,407,742

1年内償還予定の社債 148,000 148,000

未払金 925,857 836,101

未払法人税等 45,365 45,922

賞与引当金 42,923 85,380

その他 259,131 173,891

流動負債合計 3,740,198 3,689,140

固定負債

社債 158,000 98,000

長期借入金 4,671,907 4,941,383

長期未払金 1,728,464 1,392,514

資産除去債務 54,380 54,481

その他 7,432 7,216

固定負債合計 6,620,183 6,493,595

負債合計 10,360,382 10,182,736

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 832,123 826,328

自己株式 △5,171 △5,223

株主資本合計 1,742,249 1,736,402

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 25,345 17,976

繰延ヘッジ損益 △731 △1,000

評価・換算差額等合計 24,613 16,976

純資産合計 1,766,863 1,753,379

負債純資産合計 12,127,245 11,936,115
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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27年１月１日
至 平成27年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年１月１日
至 平成28年３月31日)

売上高 1,649,113 1,697,240

売上原価 1,179,989 1,164,221

売上総利益 469,123 533,018

販売費及び一般管理費 391,660 432,248

営業利益 77,463 100,770

営業外収益

受取利息 114 124

損害保険受取額 1,878 7,367

受取賃貸料 908 908

補助金収入 10,020 －

その他 1,114 989

営業外収益合計 14,035 9,390

営業外費用

支払利息 37,697 37,434

事故復旧損失 713 615

その他 331 1,137

営業外費用合計 38,741 39,187

経常利益 52,757 70,973

特別損失

固定資産売却損 225 －

固定資産除却損 779 567

特別損失合計 1,005 567

税引前四半期純利益 51,751 70,406

法人税等 25,802 30,790

四半期純利益 25,948 39,615
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（３）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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