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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

23年3月期第3四半期 11,567 △4.0 467 7.6 405 5.8 196 △41.5
22年3月期第3四半期 12,051 7.6 434 ― 383 ― 335 ―

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

23年3月期第3四半期 25.47 ―
22年3月期第3四半期 43.41 ―

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

23年3月期第3四半期 27,106 11,201 41.3 1,451.45
22年3月期 27,484 11,171 40.6 1,447.06

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  11,201百万円 22年3月期  11,171百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
20.00 20.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 15,150 △5.1 490 7.3 400 8.1 160 36.9 20.72



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 8,115,068株 22年3月期  8,115,068株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  397,312株 22年3月期  394,597株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 7,718,908株 22年3月期3Q 7,737,597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 
 業績予想につきましては、平成22年５月12日に公表いたしました予想から修正を行っておりません。 
 本資料に記載されている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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間における我が国経済は、政府による経済対策の効果及び新興国を中心とした外需により緩

やかな回復基調が見られたものの、ユーロ圏での財政問題及び米国の超金融緩和政策による急激な円高が進む一

方、不安定な政局運営により先行き懸念が広がる等、総じて厳しい状況で推移いたしました。 

 当社の主力ユーザーである建設業界におきましては、当四半期に入り本州は順調に推移しているものの、主力エ

リアである北海道の公共工事は一層の削減に加え民間設備投資も依然として回復しないため、全体として厳しい事

業環境となりました。 

 このような経営環境の下、当社はアクティオグループとの連携によるグループ総合力を 大限発揮し、レンサル

ティング（提案営業）の推進による占有率アップを図りました。加えて技術力・サービスの向上、あらゆる面での

効率化の追求、原価削減の推進及び人材の育成にも取り組んでまいりました。また、中小企業金融円滑化法の効果

により倒産件数、貸倒損失ともに減少しました。 

その結果、売上高は11,567百万円（前年同期比4.0%減）、営業利益467百万円（前年同期比7.6％増）、経常利益

405百万円（前年同期比5.8%増）、四半期純利益は特別利益の減少により196百万円（前年同期比41.5%減）となり

ました。 

  

（売上高の季節的変動要因）  

 当社の売上高の約9割を占める建機レンタル部門は、７～12月にかけて需要が集中することが通例となっており

ます。このため当第３四半期会計期間の売上高は他の四半期会計期間と比較して高くなる傾向にあります。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

①（総資産の状況） 

 当第３四半期会計期間末における総資産は前事業年度末に比べ378百万円減少し27,106百万円となりました。  

（資産の状況） 

 流動資産は前事業年度末に比べ173百万円減少し9,962百万円となりました。 

 固定資産は前事業年度末に比べ204百万円減少し17,143百万円となりました。 

（負債の状況） 

 流動負債は前事業年度末に比べ555百万円減少し7,733百万円となりました。主な内訳は決済進展に伴う支払手形

の減少472百万円、同様に設備関係支払手形の減少122百万円、法人税納付による未払法人税等の減少166百万円、

ファイナンスリース契約によるリース債務の増加119百万円であります。 

固定負債は前事業年度末に比べ147百万円増加し8,171百万円となりました。主な内訳は運転資金調達による長期

借入金の増加235百万円であります。 

（純資産の状況） 

 以上の結果純資産は、前事業年度末に比べ29百万円増加し11,201百万円となり、当第３四半期会計期間末の自己

資本比率は41%、１株当たり純資産は1,451円となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

（キャッシュ・フロー） 

 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ119百

万円減少し4,414百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は1,461百万円となりました。主なものは減価償却費1,771百万円、税引前四半期純

利益404百万円により資金が増加しましたが、仕入債務の減少479百万円、法人税等の支払額242百万円により資金

が減少しております。 

（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266百万円となりました。主なものは有形固定資産の取得による支出282百万円で

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1,315百万円となりました。主なものは運転資金の調達による借入金の純増加298

百万円、リース債務等の返済による支出1,458百万円、配当金の支払額154百万円であります。 

  

 （３）業績予想に関する定性的情報 

 平成22年３月期決算短信（平成22年５月12日公表）において発表いたしました業績予想に変更はありません。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によって

おります。 

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ

っております。 

 繰延税金資産の回収可能性に関しては、前事業年度末の検討において使用した将来の業績予測やタックス・プ

ランニングに前事業年度末からの重要な一時差異の変動を加味したものを使用する方法によっております。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①資産除去債務に関する会計基準等の適用 

 第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日） 

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用 

しております。 

 なお、これにより、損益に与える影響はありません。 

  

②表示方法の変更 

（四半期貸借対照表関係） 

 前第３四半期会計期間において、固定負債の「長期未払金」に含めていた「リース債務」は、負債及び純資産 

の100分の10を超えたため、第１四半期会計期間より区分掲記することといたしました。 

 なお、前第３四半期会計期間の「長期未払金」に含まれている「リース債務」は2,730,874千円であります。 

また、前第３四半期会計期間において、流動負債の「未払金」に含めていた「リース債務」は、より明瞭にす 

るために、第１四半期会計期間より区分掲記することといたしました。 

 なお、前第３四半期会計期間の「未払金」に含まれている「リース債務」は484,387千円であります。 

  

  

  

２．その他の情報
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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）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,414,244 4,534,029

受取手形及び売掛金 4,802,794 4,723,094

商品及び製品 107,111 100,299

原材料及び貯蔵品 287,973 326,075

繰延税金資産 34,981 112,812

その他の流動資産 394,294 446,747

貸倒引当金 △78,623 △106,517

流動資産合計 9,962,776 10,136,542

固定資産   

有形固定資産   

賃貸用資産   

簡易建物（純額） 2,551,193 2,630,853

賃貸用機械装置（純額） 1,654,729 1,676,728

土留パネル（純額） 58,253 82,371

賃貸用車両・運搬具（純額） 1,116,672 1,187,758

リース資産（純額） 3,953,760 3,829,650

賃貸用資産合計 9,334,608 9,407,361

自社用資産   

建物（純額） 1,613,768 1,637,909

土地 5,104,914 5,071,914

その他（純額） 360,300 384,702

自社用資産合計 7,078,983 7,094,526

有形固定資産合計 16,413,592 16,501,887

無形固定資産 308,767 332,859

投資その他の資産   

投資有価証券 135,116 155,120

関係会社株式 10,000 10,000

長期前払費用 84,818 143,562

繰延税金資産 25,205 27,995

保険積立金 24,577 23,444

その他 200,127 264,966

貸倒引当金 △58,663 △111,754

投資その他の資産 421,182 513,334

固定資産合計 17,143,542 17,348,081

資産合計 27,106,319 27,484,623
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,819,180 3,292,129

設備関係支払手形 188,449 311,222

買掛金 637,267 644,291

短期借入金 1,754,036 1,690,756

リース債務 869,620 749,769

未払金 1,057,397 1,028,647

未払法人税等 104,252 270,396

預り金 37,360 9,034

未払消費税等 49,538 21,510

賞与引当金 51,054 145,980

株主優待経費引当金 2,902 3,078

その他の流動負債 162,021 122,065

流動負債合計 7,733,081 8,288,881

固定負債   

長期借入金 2,958,129 2,722,493

長期設備関係支払手形 53,045 105,030

役員退職慰労引当金 169,170 163,531

リース債務 3,121,288 3,103,597

長期未払金 1,869,699 1,929,102

固定負債合計 8,171,332 8,023,754

負債合計 15,904,414 16,312,636

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,013,011 3,013,011

資本剰余金 2,367,521 2,367,521

利益剰余金 6,071,443 6,029,280

自己株式 △247,591 △246,533

株主資本合計 11,204,384 11,163,279

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,479 8,708

評価・換算差額等合計 △2,479 8,708

純資産合計 11,201,904 11,171,987

負債純資産合計 27,106,319 27,484,623
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 12,051,972 11,567,464

売上原価 9,453,322 9,020,218

売上総利益 2,598,650 2,547,246

販売費及び一般管理費 2,163,923 2,079,405

営業利益 434,726 467,840

営業外収益   

受取利息 10,984 8,154

受取配当金 1,646 1,618

受取賃貸料 21,239 19,803

助成金収入 26,465 23,250

その他 15,264 40,965

営業外収益合計 75,599 93,791

営業外費用   

支払利息 125,249 154,047

その他 1,527 1,791

営業外費用合計 126,776 155,838

経常利益 383,549 405,793

特別利益   

退職給付制度終了益 256,631 －

保険解約返戻金 7,680 －

投資有価証券売却益 － 4,999

株式割当益 － 3,904

その他 1,522 781

特別利益合計 265,834 9,686

特別損失   

固定資産除却損 5,222 8,685

貸倒損失 1,000 －

その他 3,652 2,067

特別損失合計 9,874 10,752

税引前四半期純利益 639,509 404,727

法人税、住民税及び事業税 189,972 122,191

法人税等調整額 113,636 85,963

法人税等合計 303,608 208,154

四半期純利益 335,900 196,572
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 639,509 404,727

減価償却費 1,508,838 1,771,543

受取利息及び受取配当金 △12,630 △9,772

支払利息 125,249 154,047

たな卸資産廃棄損 672 －

貸倒損失 1,000 －

固定資産除却損 5,222 8,685

投資有価証券売却損益（△は益） － △3,980

その他の特別損益（△は益） 144 266

株式割当益 － △3,904

保険解約損益（△は益） △7,680 －

賃貸資産原価振替額 44,022 10,432

貸倒引当金の増減額（△は減少） △34,295 △80,985

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,982 △94,926

株主優待経費引当金の増減額（△は減少） 936 △176

退職給付引当金の増減額（△は減少） △235,386 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7,840 5,638

売上債権の増減額（△は増加） △1,084,338 △79,700

たな卸資産の増減額（△は増加） 42,127 31,290

仕入債務の増減額（△は減少） 1,162,260 △479,972

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,902 28,027

その他の資産の増減額（△は増加） △382,347 169,206

その他の負債の増減額（△は減少） 120,452 15,156

小計 1,868,030 1,845,603

利息及び配当金の受取額 14,399 10,225

利息の支払額 △122,410 △151,999

法人税等の支払額 △102,439 △242,124

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,657,580 1,461,705

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 △521,934 △282,992

投資有価証券の取得による支出 △16,943 △50

投資有価証券の売却による収入 3,832 11,388

貸付けによる支出 △15,720 △1,833

貸付金の回収による収入 15,728 9,143

保険積立金の解約による収入 37,677 －

投資その他の資産の増減額（△は増加） △1,719 △1,908

投資活動によるキャッシュ・フロー △499,080 △266,251
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

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 1,800,000 1,750,000

長期借入金の返済による支出 △1,424,884 △1,451,084

自己株式の売却による収入 626 －

自己株式の取得による支出 △22,647 △1,058

配当金の支払額 △155,767 △154,866

リース債務等の返済による支出 △997,118 △1,458,228

財務活動によるキャッシュ・フロー △799,791 △1,315,238

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 358,708 △119,785

現金及び現金同等物の期首残高 3,280,808 4,534,029

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,639,516 4,414,244
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 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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