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1. 平成29年3月期第3四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年3月期第3四半期 9,895 △0.9 31 △92.5 15 △96.0 △82 △122.6
28年3月期第3四半期 9,989 0.2 419 0.9 386 2.9 366 55.4

（注）包括利益 29年3月期第3四半期 △475百万円 （―％） 28年3月期第3四半期 324百万円 （△3.5％）

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

29年3月期第3四半期 △2.38 ―
28年3月期第3四半期 10.54 ―

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

29年3月期第3四半期 31,338 15,115 46.7 420.76
28年3月期 30,723 15,903 50.1 442.52
（参考）自己資本 29年3月期第3四半期 14,632百万円 28年3月期 15,389百万円

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

28年3月期 ― 4.00 ― 5.00 9.00
29年3月期 ― 4.00 ―
29年3月期（予想） 5.00 9.00

3. 平成29年 3月期の連結業績予想（平成28年 4月 1日～平成29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
親会社株主に帰属する

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 14,300 3.4 640 11.4 580 8.9 340 △26.2 9.73



(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
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） 29年3月期3Q 34,943,225 株 28年3月期 34,943,225 株
② 期末自己株式数 29年3月期3Q 166,405 株 28年3月期 165,223 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年3月期3Q 34,777,811 株 28年3月期3Q 34,778,860 株
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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費には停滞感が見られるものの、雇用・所得環境は改

善傾向が継続し、景気としては緩やかな回復基調となりました。しかしながら、海外においては、米国新政権によ

る経済政策への期待による株価や為替相場の変動や、中国をはじめとする新興国経済の減速、英国のＥＵ離脱決定

による金融市場の混乱など、依然として先行きが不透明な状況が続いています。 

仮設建物リース業界におきましては、底堅い設備投資の下支えもあり堅調に推移しておりますが、建設業界全体

における労働者不足が依然として続き、また、官公庁受注工事をはじめ契約単価に下落傾向が続くなど、予断を許

さない状況が続いています。 

このような状況におきまして当社グループは、全国生産拠点ネットワークを駆使するとともに、より一層のお得

意先様満足を獲得すべく、仮設建物の質・量の向上に努めております。 

以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は9,895百万円（前年同四半期比0.9%減）となりました。損益面

につきましては、経費を圧縮しましたが、契約単価の下落に伴う原価率の上昇をカバーするには至らず、営業利益

は31百万円（前年同四半期比92.5%減）、経常利益は15百万円（前年同四半期比96.0%減）、特別利益に固定資産売

却益5百万円、特別損失に固定資産除却損8百万円、連結子会社である中華人民共和国上海市所在の上海榕東活動房

有限公司の出資金売却に伴う損失5百万円などを計上した結果、親会社株主に帰属する四半期純損失は82百万円（前

年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益366百万円）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9,751百万円（前年同四半期比0.8％増）、中国が246百万円（前年

同四半期比31.8％減、セグメント間取引消去後144百万円（前年同四半期比54.0％減））となりました。また、営業

損益は日本が68百万円の営業利益（前年同四半期比84.3％減）、中国が24百万円の営業損失（前年同四半期は22百

万円の営業損失、セグメント間取引消去後37百万円の営業損失（前年同四半期は18百万円の営業損失））となりま

した。 

（２）財政状態に関する説明

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614百万円増加し、31,338百万円となりまし

た。理由の主なものは短期貸付金の増加559百万円であります。 

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1,403百万円増加し、16,223百万円となりまし

た。理由の主なものは短期借入金の増加1,190百万円であります。 

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788百万円減少し、15,115百万円となりまし

た。理由の主なものは利益剰余金の減少395百万円であります。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

現段階におきましては、平成28年4月28日に発表しました業績予想に変更はありません。

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、現時点での予想を異なる可能性があります。
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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

該当事項はありません。

（２）四半期連結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。

（３）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。

（４）追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四

半期連結会計期間から適用しております。 
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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：千円) 

          
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成28年12月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,565,427 1,701,516 

  受取手形及び売掛金 11,491,992 11,290,915 

  電子記録債権 247,830 383,827 

  商品及び製品 132,658 151,045 

  仕掛品 44,986 186,513 

  原材料及び貯蔵品 346,340 349,838 

  繰延税金資産 147,600 147,600 

  短期貸付金 30 559,810 

  その他 300,799 401,993 

  貸倒引当金 △80,538 △43,727 

  流動資産合計 14,197,127 15,129,333 

 固定資産   

  有形固定資産   

   リース用資産（純額） 7,800,364 7,550,328 

   建物及び構築物（純額） 2,359,035 2,185,174 

   土地 4,998,254 4,998,254 

   リース資産（純額） 544,241 500,717 

   建設仮勘定 24,957 269,852 

   その他（純額） 171,601 151,222 

   有形固定資産合計 15,898,454 15,655,550 

  無形固定資産 301,803 216,171 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 138,068 154,926 

   その他 187,343 182,469 

   投資その他の資産合計 325,411 337,396 

  固定資産合計 16,525,669 16,209,117 

 繰延資産 1,007 335 

 資産合計 30,723,803 31,338,786 
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           (単位：千円) 

          
前連結会計年度 

(平成28年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成28年12月31日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 3,017,352 3,284,699 

  電子記録債務 - 12,042 

  短期借入金 3,015,340 4,205,554 

  1年内償還予定の社債 80,000 80,000 

  リース債務 157,166 145,373 

  未払法人税等 119,440 20,937 

  前受リース収益 3,398,401 3,376,342 

  賞与引当金 259,166 132,639 

  役員賞与引当金 24,400 11,370 

  設備関係支払手形 196,103 238,127 

  その他 904,115 980,140 

  流動負債合計 11,171,485 12,487,226 

 固定負債   

  社債 80,000 40,000 

  長期借入金 2,687,321 3,064,847 

  リース債務 244,356 170,850 

  繰延税金負債 46,501 55,540 

  役員退職慰労引当金 83,200 74,600 

  退職給付に係る負債 332,170 254,105 

  その他 175,280 76,535 

  固定負債合計 3,648,829 3,736,478 

 負債合計 14,820,314 16,223,705 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 8,032,668 8,032,668 

  資本剰余金 5,637,764 5,637,764 

  利益剰余金 1,362,113 966,430 

  自己株式 △30,358 △30,596 

  株主資本合計 15,002,187 14,606,266 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 29,633 40,928 

  為替換算調整勘定 360,426 △12,952 

  退職給付に係る調整累計額 △2,373 △1,716 

  その他の包括利益累計額合計 387,685 26,259 

 非支配株主持分 513,615 482,555 

 純資産合計 15,903,488 15,115,081 

負債純資産合計 30,723,803 31,338,786 
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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：千円) 

          前第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年12月31日) 

売上高 9,989,031 9,895,544 

売上原価 7,840,815 8,173,841 

売上総利益 2,148,215 1,721,702 

販売費及び一般管理費 1,729,017 1,690,290 

営業利益 419,198 31,412 

営業外収益   

 受取利息 17,430 14,401 

 為替差益 - 1,333 

 スクラップ売却益 5,258 7,847 

 受取保険金 126 3,000 

 その他 16,766 17,836 

 営業外収益合計 39,581 44,418 

営業外費用   

 支払利息 47,827 42,217 

 為替差損 2,045 - 

 支払手数料 16,816 16,995 

 その他 5,602 1,326 

 営業外費用合計 72,292 60,538 

経常利益 386,487 15,292 

特別利益   

 関係会社出資金売却益 54,585 - 

 投資有価証券売却益 3,553 - 

 固定資産売却益 48,507 5,053 

 特別利益合計 106,646 5,053 

特別損失   

 固定資産除却損 3,304 8,578 

 関係会社出資金売却損 - 5,099 

 特別損失合計 3,304 13,677 

税金等調整前四半期純利益 489,830 6,667 

法人税、住民税及び事業税 91,279 78,955 

法人税等調整額 5,803 4,813 

法人税等合計 97,082 83,769 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 392,747 △77,101 

非支配株主に帰属する四半期純利益 26,258 5,579 

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社
株主に帰属する四半期純損失（△） 

366,488 △82,681 
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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：千円) 

          前第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成28年４月１日 
 至 平成28年12月31日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 392,747 △77,101 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 7,048 11,397 

 為替換算調整勘定 △54,610 △410,353 

 退職給付に係る調整額 △20,668 657 

 その他の包括利益合計 △68,229 △398,299 

四半期包括利益 324,517 △475,400 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 303,149 △444,107 

 非支配株主に係る四半期包括利益 21,368 △31,293 
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（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） 

該当事項はありません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

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。 

 

（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成27年４月１日  至  平成27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 

(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。 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成28年４月１日  至  平成28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 

(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。 

  

 
報告セグメント 

調整額 
（千円） 

四半期連結損益
計算書計上額 
（千円） 日 本 

（千円） 
中 国 
（千円） 

計 
（千円） 

売上高      

外部顧客への売上高 9,675,317 313,713 9,989,031 ― 9,989,031 

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

― 47,711 47,711 △47,711 ― 

計 9,675,317 361,425 10,036,743 △47,711 9,989,031 

セグメント利益又は損失(△) 437,522 △22,664 414,857 4,340 419,198 

 
報告セグメント 

調整額 
（千円） 

四半期連結損益
計算書計上額 
（千円） 日 本 

（千円） 
中 国 
（千円） 

計 
（千円） 

売上高      

外部顧客への売上高 9,751,168 144,375 9,895,544 ― 9,895,544 

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

40 102,036 102,076 △102,076 ― 

計 9,751,208 246,412 9,997,621 △102,076 9,895,544 

セグメント利益又は損失(△) 68,874 △24,481 44,393 △12,980 31,412 
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