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  （百万円未満切捨て）

（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 ％

25年３月期第１四半期  3,383  5.6 △362 － △381 －  △247 －

24年３月期第１四半期  3,203  16.0 △384 － △406 －  △263 －

  
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

25年３月期第１四半期  △32.12 －

24年３月期第１四半期  △34.17 －

  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

25年３月期第１四半期  28,294  11,106  39.3  1,439.63

24年３月期  28,746  11,520  40.1  1,493.34

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 11,106百万円   24年３月期 11,520百万円 

  
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 
24年３月期 － 0.00 － 20.00  20.00

25年３月期 －   

25年３月期（予想）   0.00 － 20.00  20.00

（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25年３月期の業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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）  8,700  8.6  250  30.5  200  51.9  85  134.1  11.02

通期  18,880  5.3  1,300  15.1  1,200  16.6  655  30.9  84.90

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



４．その他 

  

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（３）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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

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                    ： 有

④  修正再表示                              ： 無

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別するこ

とが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期１Ｑ 8,115,068株 24年３月期 8,115,068株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 400,940株 24年３月期 400,386株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 7,714,346株 24年３月期１Ｑ 7,717,120株

 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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

（将来に関する記述等についてのご注意） 

 本資料に掲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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想の利用にあたっての注

意事項については、［添付資料］Ｐ.２「1.当四半期決算に関する定性的情報(3)業績予想に関する定性的情報」をご

覧下さい。
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間における我が国経済は、東日本大震災被災地域の復旧・復興需要により緩やかながら景気

回復の兆しが見られたものの、ユーロ圏の債務危機による欧州経済の低迷、中国及びインド等新興国の景気減速兆

候に加え、国内の不安定な政局運営、電力供給の制約及び円高やデフレの長期化など依然として不透明な状況が続

きました。  

 このような状況の下、当社の主力ユーザーである建設業界におきましては、本州被災地域の復旧・復興に伴う需

要の拡大はあるものの人件費及び建設資材高騰の影響による工事発注の遅れ、主力マーケットである北海道では雪

融けの遅れによる工事執行の延期等、厳しい状況で推移しました。 

 この状況を踏まえ、当社は業界最大手のアクティオグループとのシナジー拡大を更に図り、レンタル機械の新規

購入を積極的に進めると同時に営業力を強化し、占有率の拡大を図って参りました。また、全ての業務において二

重チェックを励行し、顧客サービスの向上に努め、ＢＡＤ・ＧＯＯＤ情報の開示により激しく変化する環境にスピ

ーディーかつ的確に対応して参りました。 

その結果、売上高は3,383百万円（前年同期比5.6%増、179百万円増収）となり、営業損失362百万円（前年同期

比22百万円改善）、経常損失381百万円（前年同期比25百万円改善）、四半期純損失247百万円（前年同期比15百万

円改善）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１四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低くなる傾向にあります。 

    

（２）財政状態に関する定性的情報 

（総資産の状況）  

 当第１四半期会計期間末における総資産は前事業年度末に比べ453百万円減少し28,294百万円となりました。  

（資産の状況） 

 流動資産は前事業年度末に比べ1,160百万円減少し9,858百万円となりました。主な内訳は繁忙期の売上代金回収

に伴う受取手形及び売掛金の減少742百万円であります。 

固定資産は前事業年度末に比べ707百万円増加し18,435百万円となりました。主な内訳は賃貸用資産の購入によ

る増加738百万円であります。 

（負債の状況） 

 流動負債は前事業年度末に比べ666百万円減少し8,159百万円となりました。主な内訳は法人税納付による未払法

人税等の減少413百万円であります。 

固定負債は前事業年度末に比べ629百万円増加し9,028百万円となりました。主な内訳は返済による長期借入金の

減少352百万円、賃貸資産の割賦購入による長期未払金の増加1,043百万円であります。 

（純資産の状況） 

 以上の結果純資産は、前事業年度末に比べ415百万円減少し11,106百万円となり、当第１四半期会計期間末の自

己資本比率は39.3%、1株当たり純資産は1,439円となりました。   

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期決算短信（平成24年５月10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）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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資

産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,172,699 4,198,421

受取手形及び売掛金 4,697,260 3,954,423

商品及び製品 104,015 84,704

原材料及び貯蔵品 335,965 564,671

その他の流動資産 863,390 1,197,850

貸倒引当金 △155,811 △141,624

流動資産合計 11,017,519 9,858,446

固定資産   

有形固定資産   

賃貸用資産   

簡易建物（純額） 2,532,938 2,458,433

賃貸用機械装置（純額） 2,308,319 2,445,947

土留パネル（純額） 12,138 11,074

賃貸用車両・運搬具（純額） 1,363,746 1,895,670

リース資産（純額） 4,023,689 4,168,625

賃貸用資産合計 10,240,832 10,979,751

自社用資産   

建物（純額） 1,501,783 1,477,506

土地 5,103,865 5,112,095

その他（純額） 281,330 276,509

自社用資産合計 6,886,978 6,866,111

有形固定資産合計 17,127,811 17,845,862

無形固定資産 278,383 275,773

投資その他の資産   

投資有価証券 111,279 92,762

関係会社株式 10,000 10,000

長期前払費用 17,755 13,049

繰延税金資産 35,909 47,175

保険積立金 16,466 16,844

その他 167,410 173,975

貸倒引当金 △36,296 △39,445

投資その他の資産 322,523 314,362

固定資産合計 17,728,718 18,435,998

資産合計 28,746,238 28,294,444

-3-

㈱共成レンテム(9680)　平成25年３月期　決算短信〔日本基準〕（非連結）



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 3,406,348 3,232,341

設備関係支払手形 128,952 223,186

買掛金 652,936 665,983

短期借入金 1,522,820 1,432,839

リース債務 906,382 884,407

未払金 1,366,548 1,457,900

未払法人税等 465,658 19,719

預り金 31,309 11,836

未払消費税等 1,943 －

賞与引当金 160,887 48,092

株主優待経費引当金 2,681 3,351

その他の流動負債 179,751 179,933

流動負債合計 8,826,218 8,159,592

固定負債   

長期借入金 2,414,480 2,061,980

長期設備関係支払手形 13,748 9,197

役員退職慰労引当金 224,418 －

リース債務 3,168,329 3,335,604

長期未払金 2,578,399 3,621,872

固定負債合計 8,399,376 9,028,654

負債合計 17,225,595 17,188,247

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 6,407,418 6,005,331

自己株式 △249,064 △249,456

株主資本合計 11,538,885 11,136,408

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,242 △30,210

評価・換算差額等合計 △18,242 △30,210

純資産合計 11,520,643 11,106,197

負債純資産合計 28,746,238 28,294,444
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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23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高 3,203,893 3,383,763

売上原価 2,891,989 3,061,223

売上総利益 311,904 322,539

販売費及び一般管理費 696,582 684,540

営業損失（△） △384,677 △362,001

営業外収益   

受取利息 2,140 1,780

受取配当金 1,064 856

賃貸料 3,014 2,954

その他 19,085 9,876

営業外収益合計 25,304 15,467

営業外費用   

支払利息 45,833 34,981

その他 1,718 339

営業外費用合計 47,551 35,321

経常損失（△） △406,924 △381,855

特別利益   

受取保険金 － 4,393

特別利益合計 － 4,393

特別損失   

固定資産除却損 1,356 1,032

投資有価証券評価損 637 －

その他 － 41

特別損失合計 1,993 1,074

税引前四半期純損失（△） △408,918 △378,536

法人税、住民税及び事業税 15,584 11,710

法人税等調整額 △160,779 △142,453

法人税等合計 △145,195 △130,743

四半期純損失（△） △263,722 △247,792
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 該当事項はありません。  

   

   

 該当事項はありません。    

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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