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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日）

（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２四半期 7,721 △9.9 148 △39.5 306 3.1 281 △12.3
24年３月期第２四半期 8,565 8.0 245 ― 297 ― 321 ―

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 260百万円(△13.4％) 24年３月期第２四半期 301百万円(―％)

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２四半期 8.44 ―
24年３月期第２四半期 9.63 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第２四半期 27,167 7,925 29.2
24年３月期 28,824 7,731 26.8

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 7,925百万円  24年３月期 7,731百万円

２．配当の状況

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 ― 2.00 2.00

25年３月期 ― 0.00

25年３月期(予想) ― 2.00 2.00

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)

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 17,000 0.8 350 36.7 550 43.2 500 48.4 14.97



  

 

 

 
  

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。 

  

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、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ご利用にあたっての注意事項等については、添付資料３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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期２Ｑ 34,294,400株 24年３月期 34,294,400株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 904,600株 24年３月期 902,653株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 33,390,463株 24年３月期２Ｑ 33,394,615株

※ 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
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要等を背景として緩やかながら回復の動

きが見られたものの、長期化する円高や欧州債務問題に加えて、新興国経済の減速などにより依然と

して先行きが不透明な状況で推移しました。 

 当社グループを取り巻く建設業界におきましては、遅れていた震災復旧・復興関連事業が始まり、

首都圏においても再開発・インフラ整備等の大型プロジェクトが進行している一方、その他地域での

公共投資や民間設備投資は低迷しており、全体としては依然として厳しい環境が続きました。 

このような経営環境のもと、当社グループは、国内では地域毎の保有鋼材の 適化に努め、採算管

理の徹底による原価の低減や賃貸価格の適正化に取り組み、海外ではタイ丸建株式会社を軸として東

南アジア市場への展開に注力し、収益基盤の強化を図りました。 

以上の結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高77億２千１百万円

（前年同四半期比８億４千４百万円、9.9％減）、営業利益１億４千８百万円（同９千６百万円、

39.5％減）、経常利益３億６百万円（同９百万円、3.1％増）、四半期純利益２億８千１百万円（同

３千９百万円、12.3％減）となりました。 

  

セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

①重仮設事業 

賃貸稼働量は前年同四半期比微増となったものの、販売物件の減少により、売上高は60億４千８

百万円（前年同四半期比９億７千５百万円、13.9％減）、セグメント利益は３億５千９百万円（同

１億８千４百万円、33.9％減）となりました。 

②重仮設工事事業 

前期と同様に受注工事案件の小口化により、売上高は８億５千２百万円（同２千５百万円、

2.9％減）となりましたが、利益率の改善によりセグメント利益は８百万円と、前年同四半期の６

千２百万円のセグメント損失から７千１百万円の改善となりました。 

③土木・上下水道施設工事等事業 

官庁関係工事の受注物件が増加したため、売上高は８億２千１百万円（同１億５千７百万円、

23.8％増）、セグメント利益は５千２百万円（同２千１百万円、71.4％増）と増収増益となりまし

た。 

  

（注）セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と必要な調整を行っておりま

す。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期末の総資産は、受取手形及び売掛金の減少額８億６千５百万円、未成工事支出金の

減少額２億３百万円などにより、前期末比16億５千６百万円減の271億６千７百万円となりまし

た。 

負債の部は、支払手形及び買掛金の減少額10億１千８百万円、借入金の減少額９億７千１百万円

などにより、前期末比18億５千万円減の192億４千２百万円となりました。 

純資産の部は、四半期純利益２億８千１百万円の計上などにより、前期末比１億９千３百万円増

の79億２千５百万円となり、自己資本比率は2.4ポイント増の29.2％となりました。 

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
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②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少額10

億１千８百万円があったものの税金等調整前四半期純利益３億１千６百万円の計上に加え、売上債

権の減少額８億６千５百万円やたな卸資産の減少額２億３千９百万円などにより、５億円の資金の

増加（前年同四半期比６億６千２百万円の収入減）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、３百万円の資金の増加（同４千万円の支出減）となりま

した。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入４億円がありましたが、短期借入

金の純減少額６億５千万円や長期借入金の返済による支出７億２千１百万円などにより、10億５千

６百万円の資金の減少（同４千１百万円の支出減）となりました。 

以上の結果、当第２四半期末の現金及び現金同等物は、前期末と比べて５億５千３百万円減少し

７億３千４百万円となりました。 

  

近の業績動向等を踏まえ、平成24年４月27日に公表しました平成25年３月期通期連結業績予想数

値を修正いたします。詳細は、本日平成24年10月31日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご覧ください。 

  

平成25年３月期通期連結業績予想数値の修正  

 
  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

 
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

前回発表予想（Ａ）
百万円

17,000

百万円

300

百万円

400

百万円

350

円 銭

10.48

今回修正予想（Ｂ） 17,000 350 550 500 14.97

増減額（Ｂ－Ａ） ― 50 150 150 ― 

増減率（％） ― 16.7 37.5 42.9 ― 

（ご参考）
前期実績（平成24年３月期） 16,861 256 384 337 10.09
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（減価償却方法の変更） 

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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。 

 なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

  

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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,287 734

受取手形及び売掛金 6,776 5,911

建設機材 8,771 8,744

商品 29 20

材料貯蔵品 303 292

未成工事支出金 238 34

その他 286 190

貸倒引当金 △86 △77

流動資産合計 17,607 15,851

固定資産   

有形固定資産   

土地 8,105 8,105

その他（純額） 1,150 1,170

有形固定資産合計 9,256 9,276

無形固定資産 6 4

投資その他の資産   

その他 2,324 2,402

貸倒引当金 △369 △366

投資その他の資産合計 1,954 2,035

固定資産合計 11,217 11,316

資産合計 28,824 27,167
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,850 4,831

短期借入金 9,112 8,840

未払法人税等 34 42

引当金 15 18

その他 1,345 1,506

流動負債合計 16,358 15,239

固定負債   

長期借入金 3,269 2,570

引当金 283 197

その他 1,182 1,236

固定負債合計 4,735 4,003

負債合計 21,093 19,242

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,651 2,651

資本剰余金 924 924

利益剰余金 2,603 2,818

自己株式 △125 △125

株主資本合計 6,053 6,268

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 26 △1

土地再評価差額金 1,830 1,830

為替換算調整勘定 △179 △172

その他の包括利益累計額合計 1,677 1,656

純資産合計 7,731 7,925

負債純資産合計 28,824 27,167
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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２四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 8,565 7,721

売上原価 7,325 6,578

売上総利益 1,240 1,143

販売費及び一般管理費   

役員報酬 68 69

給料手当及び賞与 454 458

福利厚生費 98 99

地代家賃 97 86

退職給付費用 33 40

その他 242 240

販売費及び一般管理費合計 994 994

営業利益 245 148

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 5 5

持分法による投資利益 101 127

貸倒引当金戻入額 4 6

訴訟損失引当金戻入額 － 61

その他 17 19

営業外収益合計 129 220

営業外費用   

支払利息 64 52

その他 12 10

営業外費用合計 76 62

経常利益 297 306

特別利益   

投資有価証券売却益 0 －

固定資産売却益 － 9

特別利益合計 0 9

特別損失   

投資有価証券売却損 0 －

特別損失合計 0 －

税金等調整前四半期純利益 298 316

法人税、住民税及び事業税 23 34

法人税等還付税額 △47 －

法人税等調整額 0 △0

法人税等合計 △23 34

少数株主損益調整前四半期純利益 321 281

四半期純利益 321 281

丸紅建材リース(株)　（9763）　平成25年３月期　第２四半期決算短信

－7－



 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 321 281

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7 △28

持分法適用会社に対する持分相当額 △13 7

その他の包括利益合計 △20 △21

四半期包括利益 301 260

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 301 260

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 298 316

減価償却費 93 87

退職給付引当金の増減額（△は減少） △25 △14

賞与引当金の増減額（△は減少） 9 8

工事損失引当金の増減額（△は減少） △8 －

災害損失引当金の増減額（△は減少） △89 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △32 △10

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） － △72

受取利息及び受取配当金 △5 △5

支払利息 64 52

持分法による投資損益（△は益） △101 △127

有形固定資産売却損益（△は益） － △9

売上債権の増減額（△は増加） 218 865

たな卸資産の増減額（△は増加） 538 239

その他の流動資産の増減額（△は増加） 13 91

その他の固定資産の増減額（△は増加） 40 2

仕入債務の増減額（△は減少） △7 △1,018

未払消費税等の増減額（△は減少） 30 46

その他の流動負債の増減額（△は減少） 131 101

その他 △3 △10

小計 1,165 543

利息及び配当金の受取額 30 37

利息の支払額 △67 △53

法人税等の支払額 △13 △27

法人税等の還付額 47 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,162 500

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △1 △0

投資有価証券の売却による収入 3 －

関係会社株式の取得による支出 △38 －

有形固定資産の取得による支出 △13 △8

有形固定資産の売却による収入 － 10

投資その他の資産の増減額（△は増加） 1 1

その他 11 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △36 3

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △700 △650

長期借入れによる収入 600 400

長期借入金の返済による支出 △988 △721

リース債務の返済による支出 △9 △19

配当金の支払額 － △66

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,097 △1,056

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 27 △553

現金及び現金同等物の期首残高 1,326 1,287

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,354 734
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 該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９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 セグメント利益又は損失(△)の調整額△265百万円は、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社の管理

部門に係る費用であります。 
２ セグメント利益又は損失(△)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。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９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 セグメント利益の調整額△271百万円は、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社の管理部門に係る費

用であります。 
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。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

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）セグメント情報等

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結損
益計算書計上
額(注)２重仮設 重仮設工事

土木・上下水
道施設工事等

計

売上高

  外部顧客への売上高 7,024 877 663 8,565 ― 8,565

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 7,024 877 663 8,565 ― 8,565

セグメント利益又は損失（△） 543 △62 30 511 △265 245

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結損
益計算書計上
額(注)２重仮設 重仮設工事

土木・上下水
道施設工事等

計

売上高

  外部顧客への売上高 6,048 852 821 7,721 ― 7,721

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

0 ― ― 0 △0 ―

計 6,048 852 821 7,722 △0 7,721

セグメント利益 359 8 52 420 △271 148

（６）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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