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

 

(2) 財政状態 

  

(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2四半期 2,884 7.2 151 △1.3 174 10.3 82 13.1
24年3月期第2四半期 2,690 2.4 153 ― 157 145.9 73 1,899.7

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 9.84 ―

24年3月期第2四半期 8.62 ―

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 8,961 3,304 36.9
24年3月期 8,545 3,278 38.4

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  3,304百万円 24年3月期  3,278百万円

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 ― 0.00 ― 7.00 7.00
25年3月期 ― 0.00

25年3月期（予想） ― 7.00 7.00

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、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 5,900 4.9 353 △5.7 320 △24.4 170 △16.4 20.20



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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3ページ「2．サマリー情報（注記事項）に関する事項」（2）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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 8,500,000 株 24年3月期 8,500,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 82,626 株 24年3月期 82,626 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 8,417,374 株 24年3月期2Q 8,497,374 株

※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、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。 

※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、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2ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第２四半期累計期間における日本経済は、震災からの復興による内需が景気を下支えしているもの

の、欧州・中国経済の回復の遅れから輸出が減少しており、また、国内ではエコカー補助金終了による

自動車販売の反動減で個人消費の落ち込みが見られる等、依然として厳しい状況が続いております。 

このような情勢のもとで、当社は既存顧客の拡大や新規顧客の獲得による売上増を図ってまいりまし

たが、「一貫パレチゼーション」の主要顧客である石油化学樹脂関連企業向けのパレットレンタルは、

世界景気の減速による需要減や化学原料の価格低下に対する減産・生産調整の影響を受けて減少傾向に

あります。しかしながら昨年11月に石油化学樹脂関連の新規業務を獲得したことにより、当第２四半期

累計期間のレンタル売上高は全体で増加しました。 

その他の顧客についても、主要顧客の取扱いの増加や新規顧客の獲得によりレンタル及び販売売上高

は堅調に推移し、利用運送売上高は減少しましたが、当第２四半期累計期間の売上高総額は28億84百万

円（前年同四半期比7.2％増）となりました。 

費用面につきましては、現有資産の有効活用、運用面の効率化を推進してまいりましたが、取引先へ

のレンタル商品の安定供給を行うための設備投資の実施並びに石油化学樹脂関連企業の新規獲得による

各種費用の発生により、営業費用は27億33百万円（前年同四半期比7.7％増）となりました。  

この結果、営業利益１億51百万円（前年同四半期比1.3％減）、経常利益１億74百万円（前年同四半

期比10.3％増）、四半期純利益82百万円（前年同四半期比13.1％増）となりました。 

  

①財政状態の変動状況 

当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ４億15百万円増加し、89億61百万円とな

りました。  

現金及び預金ほか流動資産が１億38百万円、貸与資産ほか固定資産が２億77百万円、リース債務ほ

か固定負債が５億48百万円増加し、買掛金及び未払法人税等ほか流動負債が１億57百万円減少いたし

ました。また、純資産は前事業年度末に比べ25百万円増加の33億４百万円となり、自己資本比率は

36.9％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益が１億60百万円となったほか、減価償

却費10億25百万円、固定資産除却損34百万円などにより10億64百万円の収入（前年同四半期比8.4％

減）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得増などにより、10億40百万円の支出

（前年同四半期比31.7％減）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入による収入50億80百万円、借入金の返済による支出49

億30百万円及び配当金の支払58百万円により、１億25百万円の支出（前年同四半期比16.9％増）とな

りました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報
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当第２四半期累計期間の業績につきましては、一般顧客向けのレンタルが堅調に推移するととも

に、飲料関係会社で前年を上回る夏季繁忙期需要があり、増益となりましたので業績予想を上方修正

いたしました。 

なお、通期の業績予想につきましては、上半期における石油化学樹脂関連企業向けレンタルが減

産・生産調整の影響で厳しく推移しており、また一部の顧客メーカーにおいて、中国景気の成長鈍化

等による需要の落ち込みによりレンタル取扱数量の減少が見られるなど、当社を取り巻く経営環境が

不透明な状況におかれていることを踏まえて検討いたしました結果、平成24年８月７日に公表いたし

ました業績予想から修正は行っておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

当第２四半期累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

（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。 

これによる当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽

微であります。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）業績予想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

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期財務諸表
（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２四半期会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 315,733 464,780

受取手形 21,183 25,875

レンタル未収金 619,818 643,627

売掛金 85,449 67,715

有価証券 10,213 10,217

その他 113,480 92,618

貸倒引当金 △1,271 △1,291

流動資産合計 1,164,608 1,303,543

固定資産

有形固定資産

貸与資産

賃貸用器具（純額） 6,291,913 6,549,155

貸与資産合計 6,291,913 6,549,155

社用資産

建物（純額） 151,767 150,578

土地 483,126 483,126

その他（純額） 58,402 114,741

社用資産合計 693,297 748,447

有形固定資産合計 6,985,210 7,297,602

無形固定資産 137,663 117,817

投資その他の資産

投資有価証券 165,512 155,856

その他 94,087 86,777

貸倒引当金 △1,904 △438

投資その他の資産合計 257,695 242,195

固定資産合計 7,380,569 7,657,615

資産合計 8,545,177 8,961,158

負債の部

流動負債

買掛金 956,295 594,225

短期借入金 1,280,000 1,430,000

1年内返済予定の長期借入金 786,580 833,210

リース債務 215,318 311,118

未払法人税等 155,258 72,832

引当金 36,928 36,892

その他 54,851 49,371

流動負債合計 3,485,232 3,327,650
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成24年９月30日)

固定負債

長期借入金 1,606,330 1,710,350

リース債務 97,861 544,616

引当金 42,729 19,304

長期未払金 － 21,062

資産除去債務 34,172 33,823

固定負債合計 1,781,093 2,329,156

負債合計 5,266,326 5,656,806

純資産の部

株主資本

資本金 767,955 767,955

資本剰余金 486,455 486,455

利益剰余金 2,057,152 2,081,070

自己株式 △17,182 △17,182

株主資本合計 3,294,379 3,318,297

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △15,528 △13,945

評価・換算差額等合計 △15,528 △13,945

純資産合計 3,278,851 3,304,352

負債純資産合計 8,545,177 8,961,158
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（２）四半期損益計算書
第２四半期累計期間

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(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 2,690,854 2,884,912

売上原価 2,109,418 2,276,642

売上総利益 581,436 608,269

割賦販売未実現利益繰入額 1,518 1,178

割賦販売未実現利益戻入額 4,489 2,723

差引売上総利益 584,407 609,814

販売費及び一般管理費 431,338 458,753

営業利益 153,069 151,061

営業外収益

受取利息 28 20

受取配当金 1,704 1,774

紛失補償金 24,048 50,366

その他 6,395 3,290

営業外収益合計 32,176 55,452

営業外費用

支払利息 27,365 32,318

営業外費用合計 27,365 32,318

経常利益 157,880 174,195

特別損失

投資有価証券評価損 － 13,668

災害による損失 12,400 －

特別損失合計 12,400 13,668

税引前四半期純利益 145,480 160,527

法人税、住民税及び事業税 66,193 68,875

法人税等調整額 6,022 8,812

法人税等合計 72,215 77,687

四半期純利益 73,264 82,839
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(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

税引前四半期純利益 145,480 160,527

減価償却費 963,630 1,025,207

災害による損失 12,400 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,936 △36

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△
は減少）

4,896 △2,362

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,665 △1,445

受取利息及び受取配当金 △1,733 △1,795

支払利息 27,365 32,318

投資有価証券評価損益（△は益） － 13,668

固定資産除却損 29,832 34,561

売上債権の増減額（△は増加） 22,855 △11,813

たな卸資産の増減額（△は増加） 80 △3,496

仕入債務の増減額（△は減少） △5,530 △16,840

未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） 35,775 40,786

その他の資産の増減額（△は増加） 32,139 △9,739

その他の負債の増減額（△は減少） 2,838 △8,846

小計 1,266,429 1,250,695

利息及び配当金の受取額 1,734 1,790

利息の支払額 △27,748 △32,620

法人税等の支払額 △79,376 △155,791

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,161,040 1,064,073

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △45,000 △45,000

定期預金の払戻による収入 45,000 45,000

投資有価証券の取得による支出 △500 △517

有形固定資産の取得による支出 △1,517,837 △1,025,323

無形固定資産の取得による支出 △964 △12,200

その他 △2,633 △2,083

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,521,936 △1,040,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 3,410,000 5,080,000

短期借入金の返済による支出 △3,330,000 △4,930,000

長期借入れによる収入 700,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △459,030 △449,350

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △154,310 △116,626

配当金の支払額 △59,487 △58,921

自己株式の増減額（△は増加） △169 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 107,002 125,102

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △253,893 149,051

現金及び現金同等物の期首残高 536,425 187,052

現金及び現金同等物の四半期末残高 282,532 336,104
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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）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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