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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30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 ％

22年3月期第2四半期 6,603 △2.5 △488 ― △519 ― △186 ―
21年3月期第2四半期 6,774 ― △695 ― △718 ― △487 ―

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

22年3月期第2四半期 △24.04 ―
21年3月期第2四半期 △62.00 ―

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

22年3月期第2四半期 24,771 10,692 43.2 1,384.57
21年3月期 23,741 11,039 46.5 1,418.73

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  10,692百万円 21年3月期  11,039百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 20.00 20.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 15,300 2.0 400 103.9 310 103.8 210 422.8 26.99
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4.  その他 
(1) 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  有  

（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧下さい。 

(2) 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（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もの） 

（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 8,115,068株 21年3月期  8,115,068株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  392,447株 21年3月期  333,824株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 7,745,021株 21年3月期第2四半期 7,859,786株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１.平成21年５月13日に公表いたしました業績予想は、本資料において修正はございません。 
２.上記の予想は、本資料の発表日現在における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、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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 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、一部輸出関連企業や製造業で改善の兆しが見られるものの、企業収

益の減少から設備投資の抑制、政権交代に伴う公共工事の執行見直し停止等、依然として先行き不透明な状況で推移

しております。 

 当社の主力マーケットである建機レンタル業界におきましても、補正予算の効果により公共投資は増加傾向にある

ものの、民間設備投資が減少していることから厳しい状況が続いております。 

このような経営環境の下、当社は環境関連商品等、レンタル機械の積極的な導入による営業強化を図ってまいりま

した。他方、自助努力による業務の効率化の推進及びコスト削減、節減に努めてまいりました。 

その結果、売上高は展示会の開催時期変更等による商品販売の減少により6,603百万円（前年同期比170百万円減）

となりましたが、レンタル収入は4,710百万円（前年同期比234百万円増）増収となり、利益面でもレンタル収入の増

収及びコスト削減等の効果により、営業損失488百万円（前年同期比206百万円の改善）、経常損失519百万円（前年

同期比199百万円の改善）、四半期純損失186百万円（前年同期比301百万円の改善）となりました。 

  

  

①（総資産の状況） 

 当第２四半期会計期間末における総資産は前事業年度末に比べ1,030百万円増加し24,771百万円となりました。  

（資産の状況） 

 流動資産は前事業年度末に比べ400百万円増加し8,774百万円となりました。主な内訳は現金及び預金の増加452百

万円、繰延税金資産の増加196百万円、燃料の評価洗替等による貯蔵品の増加143百万円、受取手形及び売掛金の減少

533百万円であります。 

固定資産は前事業年度末に比べ629百万円増加し15,996百万円となりました。主な内訳は賃貸資産導入に伴うリー

ス資産の増加659百万円であります。 

（負債の状況） 

 流動負債は前事業年度末に比べ499百万円増加し6,877百万円となりました。主な内訳は決済進展に伴う支払手形の

減少140百万円、繁忙期の仕入れ増加に伴う買掛金の増加252百万円、一年以内返済長期借入金の増加207百万円、リ

ース資産の取得による未払金の増加141百万円であります。 

固定負債は前事業年度末に比べ877百万円増加し7,201百万円となりました。主な内訳は運転資金調達による長期借

入金の増加600百万円、リース資産の取得による長期未払金の増加589百万円、退職金制度移行に伴う退職給付引当金

の減少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347百万円減少し10,692百万円となり、当第２四半期会計期間末の自己

資本比率は43.2%、１株当たり純資産は1,384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２四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452百万

円増加し3,733百万円となりました。 

（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937百万円となりました。主なものは売上債権の減少533百万円、減価償却費924百

万円、仕入債務の増加112百万円により資金が増加しましたが、税引前四半期純損失259百万円、棚卸資産の増加120

百万円、退職給付引当金の減少235百万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305百万円となりました。主なものは有形固定資産の取得による支出329百万円であ

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178百万円となりました。主なものは運転資金の調達による借入金の純増加808百万

円、リース債務等返済による支出809万円、配当金の支払による支出155百万円であります。 

  

  

 平成21年３月期決算短信（平成21年５月13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。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報
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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。 

  

①退職給付引当金（追加情報）  

 当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成21年９月に適格退職年金制度の全部について確定拠出年金制度

へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しておりま

す。 

 本移行に伴う影響額は、当第２四半期累計期間の特別利益として256百万円計上されております。 

  

４．その他

（１）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

（２）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
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,733,483 3,280,808

受取手形及び売掛金 3,970,990 4,504,798

商品及び製品 109,170 132,378

原材料及び貯蔵品 410,629 267,131

繰延税金資産 234,738 37,827

その他の流動資産 394,825 234,932

貸倒引当金 △79,210 △83,605

流動資産合計 8,774,628 8,374,271

固定資産   

有形固定資産   

賃貸用資産   

簡易建物（純額） 2,561,506 2,497,801

賃貸用機械装置（純額） 1,821,793 1,731,471

土留パネル（純額） 97,848 116,778

賃貸用車両・運搬具（純額） 1,404,451 1,360,965

リース資産（純額） 1,828,057 1,168,114

賃貸用資産合計 7,713,657 6,875,131

自社用資産   

建物（純額） 1,699,745 1,743,175

土地 5,074,104 5,053,532

その他（純額） 425,151 436,561

自社用資産合計 7,199,000 7,233,269

有形固定資産合計 14,912,657 14,108,401

無形固定資産 348,672 369,343

投資その他の資産   

投資有価証券 267,197 232,415

長期前払費用 177,524 208,796

繰延税金資産 56,882 178,808

保険積立金 57,571 86,188

その他 337,811 363,176

貸倒引当金 △161,651 △180,160

投資その他の資産 735,336 889,225

固定資産合計 15,996,666 15,366,970

資産合計 24,771,295 23,741,242
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,356,575 2,496,916

設備関係支払手形 412,014 342,913

買掛金 665,706 412,713

短期借入金 1,866,156 1,658,256

未払金 1,310,542 1,168,849

未払法人税等 30,423 103,841

預り金 9,414 9,553

未払消費税等 － 13,744

賞与引当金 87,678 54,539

株主優待経費引当金 5,375 3,583

その他の流動負債 133,288 112,839

流動負債合計 6,877,175 6,377,749

固定負債   

長期借入金 3,483,371 2,883,249

長期設備関係支払手形 156,096 222,038

退職給付引当金 － 235,386

役員退職慰労引当金 158,555 168,884

長期未払金 3,403,603 2,814,419

固定負債合計 7,201,627 6,323,978

負債合計 14,078,803 12,701,728

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 5,589,868 5,931,891

自己株式 △245,895 △224,395

株主資本合計 10,724,505 11,088,028

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △32,013 △48,514

評価・換算差額等合計 △32,013 △48,514

純資産合計 10,692,491 11,039,514

負債純資産合計 24,771,295 23,741,242
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 6,774,623 6,603,978

売上原価 5,909,942 5,643,717

売上総利益 864,680 960,260

販売費及び一般管理費 1,560,226 1,448,876

営業損失（△） △695,545 △488,615

営業外収益   

受取利息 6,611 7,236

受取配当金 2,842 878

受取賃貸料 17,754 12,998

助成金収入 － 15,545

その他 21,165 11,055

営業外収益合計 48,374 47,714

営業外費用   

支払利息 70,015 77,439

その他 1,172 855

営業外費用合計 71,188 78,295

経常損失（△） △718,359 △519,196

特別利益   

退職給付制度終了益 － 256,631

保険解約返戻金 － 7,680

その他 － 471

特別利益合計 － 264,783

特別損失   

固定資産除却損 3,409 2,183

貸倒損失 － 1,000

減損損失 3,223 －

その他 95 1,784

特別損失合計 6,727 4,967

税引前四半期純損失（△） △725,087 △259,380

法人税、住民税及び事業税 45,291 12,602

法人税等調整額 △283,044 △85,757

法人税等合計 △237,753 △73,155

四半期純損失（△） △487,334 △186,225
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △725,087 △259,380

減価償却費 886,785 924,886

減損損失 3,223 －

受取利息及び受取配当金 △9,454 △8,115

支払利息 70,015 77,439

雑損失 4,140 －

固定資産除却損 3,312 2,183

たな卸資産廃棄損 － 672

貸倒損失 － 1,000

その他の特別損益（△は益） 94 144

保険解約損益（△は益） － △7,680

賃貸資産原価振替額 77,300 38,668

貸倒引当金の増減額（△は減少） 49,403 △22,903

賞与引当金の増減額（△は減少） △55,442 33,139

株主優待経費引当金の増減額（△は減少） 4,000 1,791

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,195 △235,386

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,538 △10,328

売上債権の増減額（△は増加） 627,877 533,807

たな卸資産の増減額（△は増加） △68,262 △120,290

仕入債務の増減額（△は減少） △457,283 112,652

未払消費税等の増減額（△は減少） △86,686 △13,744

その他の資産の増減額（△は増加） △32,901 5,657

その他の負債の増減額（△は減少） △25,934 27,214

小計 293,837 1,081,428

利息及び配当金の受取額 10,234 9,722

利息の支払額 △71,615 △77,310

法人税等の支払額 △211,900 △76,582

営業活動によるキャッシュ・フロー 20,554 937,258

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △6,000 －

有形固定資産の取得による支出 △444,638 △329,362

無形固定資産の取得による支出 △12,710 －

投資有価証券の取得による支出 △59 △10,063

投資有価証券の売却による収入 3,899 2,554

貸付けによる支出 △8,220 △15,593

貸付金の回収による収入 13,718 10,089

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） △5,361 △947

投資活動によるキャッシュ・フロー △459,371 △305,644

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 1,800,000

長期借入金の返済による支出 △1,171,392 △991,978

自己株式の売却による収入 － 124

自己株式の取得による支出 △7,763 △21,868

配当金の支払額 △157,016 △155,403
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

リース債務等の返済による支出 △524,468 △809,814

財務活動によるキャッシュ・フロー △60,640 △178,938

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △499,457 452,675

現金及び現金同等物の期首残高 4,577,487 3,280,808

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,078,029 3,733,483
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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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