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1.  平成26年2月期第1四半期の連結業績（平成25年3月1日～平成25年5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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年2月期第1四半期 13,420 16.6 2,339 46.2 2,419 49.0 1,484 70.5
25年2月期第1四半期 11,504 14.2 1,599 45.7 1,623 45.4 870 87.0

（注）包括利益 26年2月期第1四半期 1,717百万円 （156.2％） 25年2月期第1四半期 670百万円 （78.8％）

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

26年2月期第1四半期 32.08 ―
25年2月期第1四半期 19.49 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年2月期第1四半期 92,674 69,941 75.5
25年2月期 92,460 69,153 74.8
（参考） 自己資本   26年2月期第1四半期  69,941百万円 25年2月期  69,153百万円

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

25年2月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
26年2月期 ―
26年2月期（予想） 0.00 ― 20.00 20.00

3. 平成26年 2月期の連結業績予想（平成25年 3月 1日～平成26年 2月28日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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 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) 26,000 11.1 3,300 17.3 3,300 14.2 1,900 16.4 41.06
通期 53,000 10.2 6,600 12.6 6,700 11.5 3,900 43.4 84.29



(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
半期連結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 
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。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「連結業績予想に関する定性的情報」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） 26年2月期1Q 47,841,297 株 25年2月期 47,841,297 株
② 期末自己株式数 26年2月期1Q 1,575,533 株 25年2月期 1,572,053 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年2月期1Q 46,267,898 株 25年2月期1Q 44,653,475 株
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当第１四半期連結累計期間（平成25年３月１日～平成25年５月31日）におけるわが国経済は、日銀によ

る異次元の金融緩和の実施や政府が機動的な財政出動を決定したこと等を受け、期待が先行しているとは

云え、円安・株高に象徴されますように、緩やかな景気回復基調を見せ始めた期でありました。一方、海

外に目を向けますと、米国では経済指標を見る限り一進一退の様相を呈しており、また中国に代表されま

すいわゆる新興国では景況感の減速化が顕著であり、さらに欧州各国では失業率が高止まりする等、世界

経済は依然、先行き不透明な情勢が続きました。 

 こうした状況のもと、当社グループの主力事業である建機事業は、被災地における復旧・復興工事や防

災・減災工事等の公共事業を中心とした建設投資の増加により、建機事業全体の売上高は15億46百万円増

加（前年同期比21.5%増）の87億34百万円となりました。商事事業におきましては、商業設備や遊戯関係

設備等の分野におけるファイナンス案件が増加したことにより、商事事業全体の売上高は４億77百万円増

加（前年同期比14.5%増）の37億78百万円となりました。一方、不動産事業につきましては、賃貸部門は

ほぼ横這いで推移しましたものの、戸建分譲等の販売部門の取扱いが前年同期を下回ったため、不動産事

業全体の売上高は１億８百万円減少（前年同期比10.7%減）の９億６百万円となりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は19億15百万円増加（前年同期比16.6%増）の134億20

百万円となりました。利益面につきましては、売上高の増加に伴い、売上総利益は38億27百万円（前年同

期比26.3%増）となりました。一方、販売費及び一般管理費を56百万円の微増に止めることができました

ので、営業利益は23億39百万円（前年同期比46.2%増）、経常利益は24億19百万円（前年同期比49.0%増）

を計上することができました。そして、特別損益も特段の計上は無かったため、四半期純利益は14億84百

万円（前年同期比70.5%増）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は926億74百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億14

百万円増加しました。 

 負債合計は227億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億73百万円減少しました。これは、主に

「未払法人税等」が８億39百万円減少したことによるものです。 

 純資産合計は、その他有価証券評価差額金の増加などにより699億41百万円と前連結会計年度末に比べ

７億87万円増加しました。 

 以上の結果、自己資本比率は75.5%、１株当たり純資産額は1,511円73銭となりました。 

  

平成26年２月期の連結業績予想につきましては、平成25年４月５日の決算発表時に公表いたしました数

値と変更はございません。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

 (1) 連結経営成績に関する定性的情報

 (2) 連結財政状態に関する定性的情報

 (3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

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

 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：百万円)

前連結会計年度
(平成25年２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 18,614 17,628

受取手形及び売掛金 18,216 18,899

有価証券 1,100 1,400

商品 1,781 1,786

貯蔵品 42 34

その他 610 572

貸倒引当金 △377 △399

流動資産合計 39,989 39,920

固定資産

有形固定資産

貸与資産（純額） 5,236 5,255

賃貸不動産（純額） 32,778 32,686

土地 4,070 4,070

その他（純額） 3,269 3,251

有形固定資産合計 45,355 45,263

無形固定資産 475 463

投資その他の資産

投資有価証券 5,665 6,131

その他 1,389 1,095

貸倒引当金 △414 △200

投資その他の資産合計 6,639 7,026

固定資産合計 52,470 52,754

資産合計 92,460 92,674

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,765 8,593

未払法人税等 1,756 917

賞与引当金 155 339

その他 4,437 4,303

流動負債合計 15,114 14,154

固定負債

退職給付引当金 60 61

役員退職慰労引当金 931 941

その他 7,199 7,575

固定負債合計 8,192 8,578

負債合計 23,306 22,733
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年２月28日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年５月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 12,208 12,208

資本剰余金 14,340 14,340

利益剰余金 44,679 45,238

自己株式 △539 △543

株主資本合計 70,689 71,244

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 467 700

土地再評価差額金 △2,003 △2,003

その他の包括利益累計額合計 △1,535 △1,302

純資産合計 69,153 69,941

負債純資産合計 92,460 92,674
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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１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年３月１日
至 平成25年５月31日)

売上高 11,504 13,420

売上原価 8,439 9,521

割賦販売未実現利益繰入額 140 184

割賦販売未実現利益戻入額 105 112

売上総利益 3,030 3,827

販売費及び一般管理費 1,430 1,487

営業利益 1,599 2,339

営業外収益

受取利息 21 19

受取配当金 4 18

為替差益 4 69

その他 21 24

営業外収益合計 51 131

営業外費用

支払利息 19 22

遅延損害金 － 28

その他 8 0

営業外費用合計 28 52

経常利益 1,623 2,419

特別利益

固定資産売却益 1 0

投資有価証券売却益 － 1

特別利益合計 1 2

特別損失

固定資産除却損 1 2

投資有価証券評価損 72 －

特別損失合計 74 2

税金等調整前四半期純利益 1,550 2,419

法人税、住民税及び事業税 734 893

法人税等調整額 △54 41

法人税等合計 680 935

少数株主損益調整前四半期純利益 870 1,484

四半期純利益 870 1,484
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四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年３月１日
至 平成25年５月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 870 1,484

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △200 232

その他の包括利益合計 △200 232

四半期包括利益 670 1,717

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 670 1,717
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成24年３月１日 至 平成24年５月31日) 

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 セグメント間の内部売上高又は振替高は市場価格に基づいております。 

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。 

３ セグメント利益の調整額△0百万円は、棚卸資産の調整額であります。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成25年３月１日 至 平成25年５月31日) 

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 セグメント間の内部売上高又は振替高は市場価格に基づいております。 

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。 

３ セグメント利益の調整額△0百万円は、棚卸資産の調整額であります。 

  

該当事項はありません。 

  

（新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し） 

当社は、平成25年６月３日開催の取締役会において、公募による新株式発行及び自己株式の処分並び

に当社株式の売出しを下記のとおり決議いたしました。なお、公募による新株式発行及び自己株式の処

 (3) 継続企業の前提に関する注記

 (4) セグメント情報等

（単位：百万円）

報告セグメント

調整額
四半期連結損
益計算書計上
額建機事業 商事事業 不動産事業 計

売上高

 (1) 外部顧客への売上高 7,188 3,301 1,015 11,504 ― 11,504

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

10 10 ― 21 △21 ―

計 7,199 3,311 1,015 11,526 △21 11,504

セグメント利益 985 200 413 1,600 △0 1,599

（単位：百万円）

報告セグメント

調整額
四半期連結損
益計算書計上
額建機事業 商事事業 不動産事業 計

売上高

 (1) 外部顧客への売上高 8,734 3,778 906 13,420 ― 13,420

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

27 7 ― 34 △34 ―

計 8,762 3,785 906 13,454 △34 13,420

セグメント利益 1,724 208 407 2,340 △0 2,339

 (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

 (6) 重要な後発事象
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分については平成25年６月18日に、第三者割当による新株式発行については平成25年７月４日に全額

の払込を受けております。 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

調達資金は全額を平成27年２月末までに、建機事業における貸与資産の購入資金に充当する予定

であります。 

  

１ 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行した株式の種類及び数 当社普通株式 3,430,000株

(2) 発行価格 １株につき   812円

(3) 発行価格の総額 2,785,160,000円

(4) 払込金額 １株につき   771.77円

(5) 払込金額の総額 2,647,171,100円

(6) 増加した資本金及び 

資本準備金の額

増加した資本金の額 1,323,585,550円

増加した資本準備金の額 1,323,585,550円

(7) 募集方法 一般募集とし、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社及

びＳＭＢＣ日興証券株式会社に全株式を買取引受けさせ

る。

(8) 払込期日 平成25年６月18日

２ 公募による自己株式の処分（一般募集）

(1) 処分株式の種類及び数 当社普通株式 1,570,000株

(2) 処分価格 １株につき   812円

(3) 処分価格の総額 1,274,840,000円

(4) 払込金額 １株につき   771.77円

(5) 払込金額の総額 1,211,678,900円

(6) 処分方法 一般募集とし、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社及

びＳＭＢＣ日興証券株式会社に全株式を買取引受けさせ

る。

(7) 払込期日 平成25年６月18日

３ 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出株式の種類及び数 当社普通株式 750,000株

(2) 売出人 大和証券株式会社

(3) 売出価格 １株につき   812円

(4) 売出価格の総額 609,000,000円

(5) 受渡期日 平成25年６月19日

４ 第三者割当による新株式発行

(1) 発行した株式の種類及び数 当社普通株式 750,000株

(2) 割当先 大和証券株式会社

(3) 払込金額 １株につき   771.77円

(4) 払込金額の総額 578,827,500円

(5) 増加した資本金及び 

資本準備金の額

増加した資本金の額 289,413,750円

増加した資本準備金の額 289,413,750円

(6) 払込期日 平成25年７月４日

５ 調達資金の使途
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