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(百万円未満切捨て)
１．平成28年12月期第２四半期の業績（平成28年１月１日～平成28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 ％

28年12月期第２四半期 3,181 △2.3 96 △6.3 40 △17.5 5 △70.5

27年12月期第２四半期 3,254 10.6 103 △54.0 49 △71.4 17 △78.0
　

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２四半期 6.88 －

27年12月期第２四半期 23.31 －
　

※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２四半期 11,323 1,714 15.1

27年12月期 12,127 1,766 14.6

(参考) 自己資本 28年12月期第２四半期 1,714百万円 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 － 0.00

28年12月期(予想) － 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、対前期増減率)

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

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２Ｑ 760,252株 27年12月期 760,252株

② 期末自己株式数 28年12月期２Ｑ 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２Ｑ 756,830株 27年12月期２Ｑ 756,873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２四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が改善するなど緩やかな回復基調が継続した

ものの、中国経済の減速や英国のＥＵ離脱問題などによって、為替や株価に大きな影響を及ぼすなど、先行き不透

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、地方における道路工事を中心とした公共工事が減少した

ことに加え、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するなど、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、公共工事向けのレンタル機械需要が減少したことな

どから、31億81百万円（前年同期比2.3％減）となりました。

　利益面につきましては、レンタル収入が減少したことにより、営業利益は96百万円（前年同期比6.3％減）、経常

利益は40百万円（前年同期比17.5％減）四半期純利益は５百万円（前年同期比70.5％減）となりました。

　
（２）財政状態に関する説明

　 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２億85百万円減少し、32億98百万円

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１億38百万円、売掛金が１億７百万円、受取手形が66

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５億18百万円減少し、80億25百万円

となりました。主な要因といたしましては、賃貸資産が５億32百万円減少、社用資産が５百万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２億17百万円減少し、35億22百万円

となりました。主な要因といたしましては、未払金が１億53百万円、支払手形が82百万円それぞれ減少、短期借入

金が68百万円増加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５億33百万円減少し、60億86百万円

となりました。主な要因といたしましては、長期借入金が15百万円増加、長期未払金が４億79百万円、社債が74百

万円それぞれ減少したことなどによるものであります。

　（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52百万円減少し、17億14百万円となり

ました。主な要因といたしましては、利益剰余金が40百万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１億22

百万円減少し、14億43百万円となりました。

　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、８億24百万円（前年同期は11億７百万円の獲得）となりました。

　これは主に税引前四半期純利益31百万円に資金の増加要因である減価償却費７億70百万円、売上債権の減少額１

億73百万円と資金の減少要因である仕入債務の減少額１億31百万円などを反映したものであります。
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　（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、２億19百万円（前年同期は６億20百万円の使用）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２億10百万円及び無形固定資産の取得による支出４百万円、定期預

金等の純減額４百万円などによるものであります。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、７億27百万円（前年同期は２億70百万円の獲得）となりました。

　これは主に、借入金の純増額84百万円、社債の償還による支出74百万円、割賦債務の支払額６億92百万円などに

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等の適用）

「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、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、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、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２四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。

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号平成28年６月17日）を当第２四半期会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得する建物附属設

備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、当第２四半期累計期間において、四半期財務諸表への影響は軽微であります。
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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２四半期会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,119,484 1,981,010

受取手形 383,746 317,671

売掛金 1,010,640 902,863

商品 8,425 10,056

貯蔵品 8,574 12,458

繰延税金資産 27,257 49,137

その他 29,873 28,963

貸倒引当金 △4,400 △3,900

流動資産合計 3,583,601 3,298,260

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 3,261,888

車両運搬具（純額） 2,055,811 1,837,320

その他の賃貸資産（純額） 110,130 103,126

賃貸資産合計 5,735,243 5,202,335

社用資産

建物（純額） 479,700 467,731

土地 1,822,260 1,822,260

その他の社用資産（純額） 282,920 300,219

社用資産合計 2,584,881 2,590,211

有形固定資産合計 8,320,124 7,792,547

無形固定資産 60,005 60,912

投資その他の資産

繰延税金資産 11,800 14,088

その他 179,757 187,115

貸倒引当金 △28,044 △29,586

投資その他の資産合計 163,513 171,617

固定資産合計 8,543,644 8,025,076

資産合計 12,127,245 11,323,337
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(単位：千円)

前事業年度
(平成27年12月31日)

当第２四半期会計期間
(平成28年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形 706,874 624,290

買掛金 273,979 224,978

短期借入金 1,338,067 1,407,012

1年内償還予定の社債 148,000 148,000

未払金 925,857 772,346

未払法人税等 45,365 52,145

賞与引当金 42,923 35,785

その他 259,131 257,771

流動負債合計 3,740,198 3,522,331

固定負債

社債 158,000 84,000

長期借入金 4,671,907 4,687,747

長期未払金 1,728,464 1,248,678

資産除去債務 54,380 59,061

その他 7,432 7,000

固定負債合計 6,620,183 6,086,488

負債合計 10,360,382 9,608,820

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 832,123 791,916

自己株式 △5,171 △5,223

株主資本合計 1,742,249 1,701,991

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 25,345 13,950

繰延ヘッジ損益 △731 △1,425

評価・換算差額等合計 24,613 12,525

純資産合計 1,766,863 1,714,517

負債純資産合計 12,127,245 11,323,337
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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27年１月１日
　至 平成27年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 3,254,885 3,181,420

売上原価 2,341,016 2,236,227

売上総利益 913,869 945,192

販売費及び一般管理費 810,784 848,653

営業利益 103,084 96,539

営業外収益

受取利息 231 202

受取配当金 1,238 1,423

損害保険受取額 9,005 11,512

受取賃貸料 1,817 1,817

補助金収入 10,020 －

その他 3,051 3,018

営業外収益合計 25,364 17,974

営業外費用

支払利息 77,094 71,438

事故復旧損失 2,003 1,510

その他 341 1,137

営業外費用合計 79,439 74,086

経常利益 49,008 40,427

特別利益

固定資産売却益 － 404

特別利益合計 － 404

特別損失

固定資産売却損 225 －

固定資産除却損 1,197 1,165

投資有価証券評価損 － 3,369

減損損失 － 4,589

特別損失合計 1,423 9,124

税引前四半期純利益 47,585 31,707

法人税等 29,942 26,503

四半期純利益 17,642 5,204
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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27年１月１日
　至 平成27年６月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28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 47,585 31,707

減価償却費 860,418 770,730

減損損失 － 4,589

長期前払費用償却額 163 271

貸倒引当金の増減額（△は減少） 291 1,041

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,298 △7,138

受取利息及び受取配当金 △1,470 △1,626

支払利息 77,094 71,438

有形固定資産売却損益（△は益） 225 △404

有形固定資産除却損 1,197 1,165

投資有価証券評価損益（△は益） － 3,369

売上債権の増減額（△は増加） 113,516 173,851

たな卸資産の増減額（△は増加） 999 △5,514

仕入債務の増減額（△は減少） 13,431 △131,584

未払消費税等の増減額（△は減少） 30,174 △56,035

その他 86,659 81,499

小計 1,228,990 937,361

利息及び配当金の受取額 1,493 1,653

利息の支払額 △77,553 △71,556

法人税等の支払額 △45,056 △42,696

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,107,874 824,761

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 △583,981 △210,630

有形固定資産の売却による収入 800 450

無形固定資産の取得による支出 － △4,514

投資有価証券の取得による支出 △1,237 △1,338

貸付けによる支出 △1,050 △750

貸付金の回収による収入 1,165 1,239

差入保証金の差入による支出 △3,563 △388

差入保証金の回収による収入 180 313

定期預金等の預入による支出 △394,772 △431,807

定期預金等の満期等による収入 361,542 427,572

投資活動によるキャッシュ・フロー △620,916 △219,854

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 1,850,000 800,000

長期借入金の返済による支出 △1,005,505 △715,214

社債の償還による支出 △74,000 △74,000

自己株式の取得による支出 △156 △51

配当金の支払額 △45,383 △45,560

割賦債務の支払額 △454,946 △692,790

財務活動によるキャッシュ・フロー 270,007 △727,616

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） 756,964 △122,709

現金及び現金同等物の期首残高 1,016,293 1,565,819

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,773,258 1,443,110
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（４）継続企業の前提に関する注記

　 該当事項はありません。

（５）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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