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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 1,544 △0.6 121 0.5 115 13.1 62 12.9
20年3月期第1四半期 1,553 9.3 121 △12.8 102 △15.3 55 △16.2

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

21年3月期第1四半期 7.36 ―

20年3月期第1四半期 6.52 ―

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

21年3月期第1四半期 9,111 3,172 34.8 373.28
20年3月期 9,184 3,160 34.4 371.91

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  3,172百万円 20年3月期  3,160百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 7.00 7.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 7.00 7.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期累計期間 3,153 2.4 295 56.1 245 51.2 122 52.5 14.35
通期 6,300 2.4 580 66.7 500 55.8 250 157.5 29.41

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

詳細は、２ページ定性的情報・財務諸表等４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期 8,500,000株 20年3月期 8,500,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 800株 20年3月期 800株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期 8,499,200株 20年3月期第1四半期 8,499,200株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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、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仮定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、２ページ定性的情報・財
務諸表等３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第１４
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期におけるわが国経済は、原油価格の高騰や長期金利上昇、サブプライム問題に端を発した株式市況の

低迷、輸出見込みの鈍化等景気の減速・後退も囁かれる厳しい状況で推移いたしました。 

 このような経営環境のなかで、今年度が最終年度の「第２次躍進経営３カ年計画」に基づき、積極的な提案営業に

よる新規のお客さまの獲得や、既存のお客さまの業容拡大に取組んだ結果、パレットレンタルの売上高は順調に推移

しましたが、機器レンタル・販売収入が減少し売上高は15億44百万円（前年同第１四半期比0.6％減）となりまし

た。 

 費用面につきましては、収入拡大と品質維持のため増備したパレット等の減価償却費や修理費などが増加しました

が、販売原価等も減少し、販売費及び一般管理費を加えた営業費用は、14億25百万円（前年同第１四半期比0.2％

減）となりました。 

 この結果、当第１四半期経常利益は１億15百万円（前年同第１四半期は１億２百万円）、四半期純利益は62百万円

（前年同第１四半期は55百万円）となりました。 

２．財政状態に関する定性的情報 

（１）財政状態の変動状況 

 当第１四半期末の総資産は、前事業年度末に比べ73百万円減少し、91億11百万円となりました。 

 これは主に現預金等が62百万円、売掛金及びレンタル未収金が40百万円、長期借入金ほか固定負債が１億34百万

円減少し、固定資産が34百万円、流動負債が49百万円、純資産が11百万円増加したことによります。また、純資産

は前事業年度末に比べ11百万円増加の31億72百万円となり、自己資本比率は34.8％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１億15百万円となったほか、減価償却費５億14百

万円、仕入債務の増加額１億６百万円、未払消費税△33百万円などにより７億39百万円となりました。 

 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、４億41百万円となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済による支出及び配当金の支出59百万円により、３億60百万

円となりました。 

３．業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期の売上高は当初計画を下回りましたが、当社の基幹売上であるパレットレンタルが順調に推移して 

おり、平成20年５月23日に公表いたしました第２四半期累計期間及び通期の業績予想については変更はございませ

ん。 

４．その他 

（１）期中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） 

 該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等及び一時差異等の発生状況に著

しい変化がないと認められるので、前事業年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニング

を利用する方法によっております。 

  （３）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更  

① 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  

② 棚卸資産については、従来、総平均法による原価法によっておりましたが、当第１四半期会計期間より「棚

卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、総平

均法による原価法（貸借対照価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しておりま

す。これによる営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 380,010 442,096

受取手形 43,508 43,166

レンタル未収金 689,500 706,323

売掛金 141,213 164,518

有価証券 10,151 10,141

その他 121,993 129,159

貸倒引当金 △2,268 △2,991

流動資産合計 1,384,108 1,492,414

固定資産   

有形固定資産   

貸与資産   

賃貸用器具 6,303,223 6,287,457

賃貸用車両 18,913 21,613

貸与資産合計 6,322,137 6,309,071

社用資産   

建物 196,947 199,736

土地 644,982 644,982

その他 89,978 81,771

社用資産合計 931,909 926,490

有形固定資産合計 7,254,046 7,235,561

無形固定資産 40,433 26,071

投資その他の資産   

投資有価証券 248,285 233,691

その他 192,698 205,596

貸倒引当金 △8,282 △8,578

投資その他の資産合計 432,701 430,709

固定資産合計 7,727,181 7,692,341

資産合計 9,111,290 9,184,756
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 661,495 554,541

短期借入金 1,050,000 1,050,000

1年内返済予定の長期借入金 1,083,310 1,094,800

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

リース未払金 604,266 653,398

未払法人税等 48,136 58,966

引当金 38,895 38,481

その他 102,298 88,855

流動負債合計 3,688,401 3,639,041

固定負債   

長期借入金 1,427,270 1,512,480

長期リース未払金 784,568 796,660

引当金 38,488 75,640

固定負債合計 2,250,326 2,384,781

負債合計 5,938,728 6,023,823

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 1,936,685 1,933,616

自己株式 △251 △251

株主資本合計 3,190,843 3,187,774

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,281 △26,841

評価・換算差額等合計 △18,281 △26,841

純資産合計 3,172,561 3,160,933

負債純資産合計 9,111,290 9,184,756
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 1,544,554

売上原価 1,219,256

売上総利益 325,298

割賦販売未実現利益繰入額 192

割賦販売未実現利益戻入額 2,714

差引売上総利益 327,820

販売費及び一般管理費 205,868

営業利益 121,951

営業外収益  

受取利息 17

受取配当金 1,565

紛失補償金 24,549

その他 411

営業外収益合計 26,543

営業外費用  

支払利息 33,138

営業外費用合計 33,138

経常利益 115,356

税引前四半期純利益 115,356

法人税、住民税及び事業税 45,038

法人税等調整額 7,755

法人税等合計 52,794

四半期純利益 62,562
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６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 115,356

減価償却費 514,036

賞与引当金の増減額（△は減少） 414

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△37,152

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,019

受取利息及び受取配当金 △1,583

支払利息 33,138

固定資産除却損 37,572

売上債権の増減額（△は増加） 41,781

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,264

仕入債務の増減額（△は減少） 106,954

未払消費税等の増減額（△は減少） △33,790

その他の資産の増減額（△は増加） 2,841

その他の負債の増減額（△は減少） 43,360

小計 823,176

利息及び配当金の受取額 1,583

利息の支払額 △30,939

法人税等の支払額 △53,860

営業活動によるキャッシュ・フロー 739,959

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 △5,000

定期預金の払戻による収入 5,000

投資有価証券の取得による支出 △207

有形固定資産の取得による支出 △424,968

無形固定資産の取得による支出 △16,441

投資活動によるキャッシュ・フロー △441,616

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 350,000

短期借入金の返済による支出 △350,000

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △296,700

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △204,224

配当金の支払額 △59,494

財務活動によるキャッシュ・フロー △360,418

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） △62,076

現金及び現金同等物の期首残高 313,417

現金及び現金同等物の四半期末残高 251,340
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 当会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）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。 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第１四半期累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

 （注） 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

  

前四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期末） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 1,553,360 

Ⅱ 売上原価 1,237,427 

売上総利益 315,932 

繰延割賦売上利益戻入額
（控除額） 

△4,476 

差引売上総利益 311,456 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 190,093 

営業利益 121,363 

Ⅳ 営業外収益 18,900 

Ⅴ 営業外費用 38,243 

経常利益 102,020 

Ⅵ 特別利益 ― 

Ⅶ 特別損失 ― 

税金等調整前四半期（当
期）純利益 102,020 

税金費用 46,623 

四半期（当期）純利益 55,397 
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（２）（要約）四半期非連結キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

 
前四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

  金額（千円） 

１．営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税引前当期（四半期）
純利益 102,020 

減価償却費 513,755 

賞与引当金の増減額 2,374 

役員賞与引当金の増加
額 

△11,000 

退職給付引当金及び役
員退職給与引当金の増
減額 

△1,425 

貸倒引当金の増減額 △26 

受取利息及び受取配当
金 

△1,285 

支払利息 35,751 

有価証券売却益 ― 

固定資産除却損 9,817 

売上債権の増減額 △8,904 

たな卸資産の増減額 ― 

仕入債務の増減額 44,487 

未払消費税等の増減額 △6,012 

その他資産の増減額 △5,309 

その他負債の増加額 △37,338 

役員賞与の支払額 ― 

その他 ― 

小計 636,902 

利息及び配当金の受取
額 1,285 

利息の支払額 △35,751 

法人税等の支払額 △151,112 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 451,324 
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 （注） 金額は千円未満は切り捨てて表示しております。 

 
前四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

  金額（千円） 

Ⅱ．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 

△5,000 

定期預金の払戻による
収入 5,000 

有価証券の取得による
支出 

― 

有価証券の売却による
収入 

― 

投資有価証券の取得に
よる支出 

△210 

投資有価証券の売却に
よる収入 

― 

有形固定資産の取得に
よる支出 

△268,857 

無形固定資産の取得に
よる支出 

△215 

有形固定資産の売却に
よる収入 

― 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△269,282 

Ⅲ．財務活動によるキャッシ
ュ・フロー   

短期借入による収入 400,000 

短期借入金の返済によ
る支出 

△515,000 

長期借入による収入 500,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

△278,890 

ファイナンス・リース
債務の返済による支出 

△190,474 

配当金の支払額 △76,492 

その他 ― 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△160,857 

Ⅳ．現金及び現金同等物に係
る換算差額 

― 

Ⅴ．現金及び現金同等物の増
減額 21,183 

Ⅵ．現金及び現金同等物の期
首残高 250,518 

Ⅶ．現金及び現金同等物の期
末残高 271,702 
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