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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30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3月期第1四半期 2,908 14.1 △29 ― △43 ― △58 ―
25年3月期第1四半期 2,549 △42.0 △31 ― △49 ― △60 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 110百万円 （256.8％） 25年3月期第1四半期 30百万円 （△90.8％）

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3月期第1四半期 △1.67 ―
25年3月期第1四半期 △1.73 ―

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

26年3月期第1四半期 27,363 14,885 52.3 411.11
25年3月期 27,437 14,949 52.4 413.26
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  14,302百万円 25年3月期  14,378百万円

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3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 2.00 ― 5.00 7.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31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) 6,600 9.2 240 △0.9 210 △3.8 140 △24.1 4.00
通期 13,400 3.6 530 48.6 460 45.2 310 19.2 8.87



(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
想などの将来予測情報に関する説明」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3月期1Q 34,943,225 株 25年3月期 34,943,225 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 152,251 株 25年3月期 150,992 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 34,791,534 株 25年3月期1Q 34,796,261 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、新政権による経済財政政策や日本銀行の金融緩和

により景気回復の兆しが見られたものの、円安の影響による原材料の価格上昇、欧州財政問題や中国等

の成長鈍化など、国内外の懸念材料もあり、景気の先行きは引き続き不透明感が残る状況にあります。

仮設建物リース業界におきましても、耐震化に伴う仮設校舎の需要は堅調ではありますが、民間企業

の設備投資は未だ低調であり、経営環境は依然として厳しい状況にあります。 

このような状況におきまして当社グループは、東北地区を重点地域として積極的な営業活動を行い売

上高を伸ばしたものの、減価償却費などの固定費をカバーするまでには至りませんでした。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は2,908百万円（前年同四半期比14.1％増）となり

ました。損益面につきましては、営業損失は29百万円（前年同四半期は31百万円の営業損失）、経常損

失は43百万円（前年同四半期は49百万円の経常損失）、四半期純損失は58百万円（前年同四半期は60百

万円の四半期純損失）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2,785百万円（前年同四半期比14.8％増）、中国が133

百万円（前年同四半期比7.7％増、セグメント間取引消去後122百万円（前年同四半期比0.9％減））と

なりました。また、営業損失は日本が26百万円（前年同四半期は32百万円の営業損失）、中国が3百万

円（前年同四半期は1百万円の営業損失、セグメント間取引消去後は3百万円の営業損失（前年同四半期

は0百万円の営業利益））となりました。 

  

資産の部 

当第１四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74百万円減少し、27,363百万円と

なりました。理由の主なものは受取手形及び売掛金の減少198百万円であります。 

  

負債の部 

当第１四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10百万円減少し、12,477百万円と

なりました。理由の主なものは長期借入金の減少192百万円であります。 

  

純資産の部 

当第１四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64百万円減少し、14,885百万円

となりました。理由の主なものは配当金の支払173百万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、不透明な部分も多く、予断を許さないところではありますが、

現段階におきましては、平成25年４月26日に発表しました業績予想に変更はありません。 

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）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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。 

  

（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３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,737 1,602

受取手形及び売掛金 9,783 9,584

商品及び製品 138 126

仕掛品 33 74

原材料及び貯蔵品 310 321

その他 305 297

貸倒引当金 △63 △72

流動資産合計 12,244 11,933

固定資産   

有形固定資産   

リース用資産（純額） 5,934 6,065

建物及び構築物（純額） 2,168 2,161

土地 4,989 4,989

リース資産（純額） 1,225 1,178

その他（純額） 140 257

有形固定資産合計 14,459 14,653

無形固定資産 359 402

投資その他の資産   

投資有価証券 134 137

その他 225 224

投資その他の資産合計 360 362

固定資産合計 15,179 15,418

繰延資産 12 11

資産合計 27,437 27,363

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,317 3,127

短期借入金 1,129 1,329

1年内償還予定の社債 280 280

リース債務 336 241

未払法人税等 37 －

前受リース収益 2,564 2,656

賞与引当金 115 55

役員賞与引当金 12 6

設備関係支払手形 43 97

その他 490 836

流動負債合計 8,327 8,632
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

固定負債   

社債 720 620

長期借入金 2,412 2,219

リース債務 315 293

繰延税金負債 40 42

退職給付引当金 532 531

役員退職慰労引当金 140 137

固定負債合計 4,160 3,845

負債合計 12,487 12,477

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 930 698

自己株式 △27 △27

株主資本合計 14,573 14,341

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 27 29

為替換算調整勘定 △223 △67

その他の包括利益累計額合計 △195 △38

少数株主持分 571 583

純資産合計 14,949 14,885

負債純資産合計 27,437 27,363
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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４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 2,549 2,908

売上原価 2,047 2,348

売上総利益 502 560

販売費及び一般管理費 534 589

営業損失（△） △31 △29

営業外収益   

受取利息 2 1

スクラップ売却益 3 2

その他 4 6

営業外収益合計 10 10

営業外費用   

支払利息 21 18

その他 5 5

営業外費用合計 27 24

経常損失（△） △49 △43

特別損失   

固定資産除却損 4 5

特別損失合計 4 5

税金等調整前四半期純損失（△） △53 △49

法人税、住民税及び事業税 8 11

法人税等調整額 2 2

法人税等合計 11 13

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △64 △63

少数株主損失（△） △4 △4

四半期純損失（△） △60 △58
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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４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △64 △63

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7 1

為替換算調整勘定 103 171

その他の包括利益合計 95 173

四半期包括利益 30 110

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2 98

少数株主に係る四半期包括利益 28 11
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（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

  

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

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。 

  

（セグメント情報等） 

【ゼグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30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 セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30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 セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  
  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（単位：百万円）

 

報告セグメント
調整額 
（千円）

四半期連結損益
計算書計上額 
（千円）日 本 

（千円）
中 国 
（千円）

計 
（千円）

売上高      

  外部顧客への売上高 2,425 124 2,549 ─ 2,549 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

─ 0 0 △0 ─ 

計 2,425 124 2,550 △0 2,549 

セグメント利益又は損失(△) △32 △1 △33 1 △31 

（単位：百万円）

 

報告セグメント
調整額 
（千円）

四半期連結損益
計算書計上額 
（千円）日 本 

（千円）
中 国 
（千円）

計 
（千円）

売上高      

  外部顧客への売上高 2,785 122 2,908 ─ 2,908 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

─ 10 10 △10 ─ 

計 2,785 133 2,919 △10 2,908 

セグメント利益又は損失(△) △26 △3 △30 0 △29 
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