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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期第3四半期 8,328 △23.4 45 △91.1 4 △99.0 △40 ―
24年3月期第3四半期 10,866 52.7 505 ― 463 ― 396 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △71百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 337百万円 （―％）

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3四半期 △1.18 ―
24年3月期第3四半期 11.41 ―

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

25年3月期第3四半期 25,443 14,404 54.4 397.89
24年3月期 27,485 14,825 51.9 409.94
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  13,843百万円 24年3月期  14,264百万円

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

24年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
25年3月期 ― 5.00 ―
25年3月期（予想） 5.00 10.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 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 12,700 △12.9 580 △19.5 550 △17.1 440 △25.7 12.64



(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） 25年3月期3Q 34,943,225 株 24年3月期 34,943,225 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 150,072 株 24年3月期 146,684 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 34,795,282 株 24年3月期3Q 34,797,263 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災からの復興へ向けて本格的に動き出

し、復興需要に支えられ上半期は景気は緩やかに回復基調にありました。 

しかしながら、第３四半期に入り、円高の長期化や欧州の経済危機問題に加え、日中関係の悪化やア

ジア経済の減速等の影響を受け貿易赤字は増大し、景況感は大幅に悪化しました。 

その結果、内需は個人消費、設備投資とも落ち込み、政府主導による景気対策が待望される状況とな

っております。 

仮設建物リース業界におきましても、応急仮設住宅の反動による売上高の大幅減は避けられず、景気

の減退や復興計画の遅れなどにより減収を余儀なくされております。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は8,328百万円（前年同四半期比23.4％減）となり

ました。損益面につきましては、営業利益は45百万円（前年同四半期比91.1％減）、経常利益は4百万

円（前年同四半期比99.0％減）、四半期純損失は40百万円（前年同四半期は396百万円の四半期純利

益）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7,972百万円（前年同四半期比23.7％減）、中国が376

百万円（前年同四半期比44.3％減、セグメント間取引消去後356百万円（前年同四半期比15.9％減））

となりました。また、営業利益は日本が39百万円（前年同四半期比92.3％減）、中国が4百万円（前年

同四半期比92.5％減、セグメント間取引消去後5百万円（前年同四半期は9百万円の営業損失））となり

ました。 

  

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2,042百万円減少し、25,443百万

円となりました。理由の主なものは現金及び預金の減少1,677百万円であります。 

  

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1,621百万円減少し、11,038百万

円となりました。理由の主なものは支払手形及び買掛金の減少997百万円であります。 

  

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421百万円減少し、14,404百万

円となりました。理由の主なものは配当金の支払347百万円によるものであります。 

  

今後の国内経済の見通しについては、為替がようやく円安に転じ、株価の上昇や、政府の緊急経済対

策等により、内需・外需ともに持ち直しの動きがみられます。 

また、当社グループにおきましても、当第３四半期連結会計期間末の受注残高は前年同四半期比

26.7％増の6,097百万円となっており、現段階におきましては、平成24年４月27日に公表いたしました

通期の業績予想を変更しておりません。 

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、現時点の予想と異なる可能性があります。 

  

（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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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 

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。 

  

  

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

（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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４．四半期連結財務諸表 
（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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,786 2,108

受取手形及び売掛金 8,446 7,685

商品及び製品 127 141

仕掛品 5 111

原材料及び貯蔵品 466 402

その他 231 281

貸倒引当金 △57 △59

流動資産合計 13,005 10,672

固定資産   

有形固定資産   

リース用資産（純額） 5,398 5,540

建物及び構築物（純額） 2,278 2,172

土地 4,982 4,982

リース資産（純額） 1,088 1,273

その他（純額） 125 133

有形固定資産合計 13,873 14,101

無形固定資産 238 330

投資その他の資産   

投資有価証券 112 115

その他 241 216

投資その他の資産合計 354 331

固定資産合計 14,466 14,764

繰延資産 14 6

資産合計 27,485 25,443

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,175 2,177

短期借入金 878 1,071

1年内償還予定の社債 1,000 1,000

リース債務 404 419

未払法人税等 122 22

前受リース収益 2,505 2,446

賞与引当金 210 －

役員賞与引当金 22 －

設備関係支払手形 59 133

その他 505 544

流動負債合計 8,884 7,816
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

固定負債   

社債 600 400

長期借入金 2,095 1,768

リース債務 377 346

繰延税金負債 25 31

退職給付引当金 549 539

役員退職慰労引当金 127 136

固定負債合計 3,775 3,222

負債合計 12,660 11,038

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,032 8,032

資本剰余金 5,637 5,637

利益剰余金 1,018 629

自己株式 △26 △27

株主資本合計 14,662 14,272

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 14 15

為替換算調整勘定 △412 △444

その他の包括利益累計額合計 △397 △428

少数株主持分 561 560

純資産合計 14,825 14,404

負債純資産合計 27,485 25,443
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 10,866 8,328

売上原価 8,513 6,561

売上総利益 2,353 1,766

販売費及び一般管理費 1,847 1,721

営業利益 505 45

営業外収益   

受取利息 3 5

スクラップ売却益 16 7

保険解約返戻金 － 8

その他 19 16

営業外収益合計 39 38

営業外費用   

支払利息 44 61

支払手数料 18 0

その他 18 16

営業外費用合計 82 78

経常利益 463 4

特別利益   

固定資産売却益 － 6

負ののれん発生益 35 －

特別利益合計 35 6

特別損失   

固定資産除却損 59 16

固定資産売却損 0 －

特別損失合計 59 16

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

439 △4

法人税、住民税及び事業税 68 39

法人税等調整額 △25 18

法人税等合計 43 57

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

395 △62

少数株主損失（△） △0 △21

四半期純利益又は四半期純損失（△） 396 △40
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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：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

395 △62

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △13 1

為替換算調整勘定 △45 △10

その他の包括利益合計 △58 △9

四半期包括利益 337 △71

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 345 △71

少数株主に係る四半期包括利益 △8 0
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該当事項はありません。 

  

【ゼグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24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。 

  
  

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。 

（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

日 本 中 国 計

売上高      

  外部顧客への売上高 10,443 423 10,866 ─ 10,866 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

─ 251 251 △251 ─ 

計 10,443 675 11,118 △251 10,866 

セグメント利益 515 55 570 △65 505 

（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

日 本 中 国 計

売上高      

  外部顧客への売上高 7,972 356 8,328 ─ 8,328 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

0 20 20 △20 ─ 

計 7,972 376 8,348 △20 8,328 

セグメント利益 39 4 43 1 45 

（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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