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（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 ％

2021年３月期第３四半期 5,260 ― 539 36.2 637 22.5 417 23.4
2020年３月期第３四半期 5,261 6.6 396 215.8 520 166.1 338 205.6

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

2021年３月期第３四半期 496.48 ―

2020年３月期第３四半期 402.32 ―　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年３月期第３四半期 10,237 4,856 47.4

2020年３月期 10,338 4,475 43.3

(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 4,856 百万円 　2020年３月期 4,475 百万円

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

2020年３月期 ―　 0.00 ― 70.00 70.00

2021年３月期 ― 0.00 ―

2021年３月期(予想) 70.00 70.00

(％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 7,013 ― 604 16.9 708 6.0 439 0.8 521.78

　2021年３月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

四半期決算補足説明資料作成の有無　：　無

四半期決算説明会開催の有無　　　　：　無

１．2021年３月期第３四半期の業績（2020年４月１日～2020年12月31日）

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

３．2021年３月期の業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）

(注)　直近に公表されている業績予想からの修正の有無　：　無



（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

　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) 2021年３月期３Ｑ 850,000株 2020年３月期 850,000株

②　期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 8,520株 2020年３月期 8,520株

③　期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 841,480株 2020年３月期３Ｑ 841,535株

※　注記事項

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（３）発行済株式数（普通株式）

※　四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※　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ます。新型コロナウイルス感染拡大による影響については、上半期までは主要顧

客の生産調整及び在庫増にともない、パレット等のレンタル数量は増加基調で推移しましたが、年度後半に入り、

主要顧客の在庫圧縮の影響を受け、パレットの返却数量が増加したため、売上高が減少傾向に転じております。さ

らには、返却パレットの回収・保管コストも増加しており、収益を圧迫しております。当第４四半期についても厳

しい経営環境が継続するものと予想されますが、営業セールス活動を積極的に展開するとともに、運用面の更なる

効率化による費用の削減に取り組み、2020年11月６日に公表しました業績予想の確保を図ってまいります。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「１．当四半期

決算に関する定性的情報（３）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。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期累計期間における国内経済は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて個人消費や企業活動が停

滞し、非常に厳しい状況となりました。５月の緊急事態宣言の解除後は、各種の需要喚起策の効果により、景気の

持ち直しの動きが見られるものの、国内外で感染拡大が長期化していることから、先行きへの不透明感が続いてお

ります。

このような経営環境の中で「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レンタルは、

顧客側の生産縮小や在庫圧縮等の影響を受けて貸出数量が伸び悩み、前年同四半期の実績を下回りました。その他

一般顧客については、顧客側の商品在庫積み増し等の要因により、レンタル需要は堅調に推移しましたが、レンタ

ル売上高は全体で減となりました。その他扱いの売上高合計は前年同四半期の実績を上回りましたが、当第３四半

期累計期間の売上高総額は52億60百万円となりました（前年同四半期は52億61百万円）。

費用面につきましては、パレットの回送費用等の低減に加え、パレットの回収強化策の実施等により、現有貸与

資産の有効活用、運用面での効率化が図られたため、営業費用は47億21百万円（前年同四半期比3.0％減）となりま

した。

この結果、営業利益５億39百万円（前年同四半期比36.2％増）、経常利益６億37百万円（前年同四半期比22.5％

増）、四半期純利益４億17百万円（前年同四半期比23.4％増）となりました。

なお、当第３四半期累計期間の経営成績において、新型コロナウイルス感染症による影響は軽微にとどまりまし

た。

（２）財政状態に関する説明

　　①財政状態の変動状況

当第３四半期会計期間末の総資産は、102億37百万円で、前事業年度末に比べ１億１百万円、1.0％減となりまし

た。

流動資産は、17億56百万円で、前事業年度末に比べ93百万円、5.6％増、固定資産は、84億80百万円で、前事業年

度末に比べ１億95百万円、2.3％減となりました。

流動資産増加の主な要因は、レンタル未収金の減少はあったものの、未収入金（「その他」に含む）及び売掛金

の増加等によるものです。

固定資産減少の主な要因は、無形固定資産の増加はあったものの、貸与資産の減少等によるものです。

流動負債は、30億47百万円で、前事業年度末に比べ３億40百万円、10.0％減、固定負債は、23億32百万円で、前

事業年度末に比べ１億42百万円、5.8％減となりました。

流動負債減少の主な要因は、買掛金、未払法人税等及び未払消費税（「その他」に含む）の減少等によるもので

す。

固定負債減少の主な要因は、長期未払金の増加はあったものの長期借入金の減少等によるものです。

当第３四半期会計期間末の純資産は、48億56百万円で、前事業年度末に比べ３億81百万円、8.5％増となりまし

た。これは、利益剰余金の増加等によるものです。

なお、当第３四半期累計期間の財政状態において、新型コロナウイルス感染症による影響は軽微にとどまりまし

た。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2020年11月６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。
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 737,669 734,027

受取手形 17,749 17,919

レンタル未収金 763,565 737,000

売掛金 100,409 113,097

その他 47,403 158,577

貸倒引当金 △4,336 △4,297

流動資産合計 1,662,460 1,756,324

固定資産

有形固定資産

貸与資産

賃貸用器具（純額） 7,633,103 7,392,388

貸与資産合計 7,633,103 7,392,388

社用資産

建物（純額） 156,515 156,445

土地 483,126 483,126

その他（純額） 111,706 101,216

社用資産合計 751,348 740,788

有形固定資産合計 8,384,452 8,133,177

無形固定資産 16,583 78,246

投資その他の資産

投資有価証券 178,431 196,362

その他 110,276 84,583

貸倒引当金 △13,221 △11,642

投資その他の資産合計 275,486 269,303

固定資産合計 8,676,522 8,480,727

資産合計 10,338,983 10,237,052

負債の部

流動負債

買掛金 691,236 524,116

短期借入金 1,030,000 1,030,000

1年内返済予定の長期借入金 998,172 979,818

未払法人税等 177,606 97,364

引当金 48,863 17,166

その他 442,484 399,484

流動負債合計 3,388,363 3,047,949

固定負債

長期借入金 1,891,680 1,580,196

引当金 19,321 18,004

長期未払金 532,019 701,764

資産除去債務 32,245 32,381

固定負債合計 2,475,266 2,332,346

負債合計 5,863,629 5,380,295

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2020年12月31日)

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 3,230,691 3,589,566

自己株式 △17,822 △17,822

株主資本合計 4,467,279 4,826,154

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 8,074 30,602

評価・換算差額等合計 8,074 30,602

純資産合計 4,475,353 4,856,756

負債純資産合計 10,338,983 10,237,052
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(単位：千円)

前第３四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 5,261,340 5,260,755

売上原価 4,173,196 4,042,537

売上総利益 1,088,144 1,218,218

割賦販売未実現利益繰入額 2,067 699

割賦販売未実現利益戻入額 6,016 4,452

差引売上総利益 1,092,092 1,221,971

販売費及び一般管理費 695,732 682,222

営業利益 396,360 539,749

営業外収益

受取利息 9 9

受取配当金 4,885 4,764

紛失補償金 118,351 92,160

廃棄物処分収入 24,769 22,986

その他 2,070 406

営業外収益合計 150,086 120,328

営業外費用

支払利息 26,230 22,639

営業外費用合計 26,230 22,639

経常利益 520,217 637,437

特別利益

固定資産売却益 1,400 ―

特別利益合計 1,400 ―

特別損失

投資有価証券評価損 5,527 11,281

特別損失合計 5,527 11,281

税引前四半期純利益 516,090 626,156

法人税、住民税及び事業税 168,773 195,867

法人税等調整額 8,746 12,510

法人税等合計 177,520 208,378

四半期純利益 338,570 417,778

（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（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）

　　　　該当事項はありません。

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

　　　　該当事項はありません。

（会計方針の変更）

　　　　該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更）

　　　　該当事項はありません。

（修正再表示）

　　　　該当事項はありません。
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３．その他

継続企業の前提に関する重要事象等

　　　該当事項はありません。
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