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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 1,361 △11.8 15 △87.2 38 △66.9 24 △60.9

21年3月期第1四半期 1,544 △0.6 121 0.5 115 13.1 62 12.9

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

22年3月期第1四半期 2.88 ―

21年3月期第1四半期 7.36 ―

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

22年3月期第1四半期 8,093 3,243 40.1 381.60
21年3月期 8,510 3,266 38.4 384.29

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,243百万円 21年3月期  3,266百万円

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

21年3月期 ― ― ― 7.00 7.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 7.00 7.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22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

3,052 △2.6 165 △41.5 140 △44.9 70 △38.6 8.24

通期 6,160 △0.5 353 △9.7 300 △18.9 150 0.0 17.65
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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  無  

(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） 

〔（注）詳細は、３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） 22年3月期第1四半期 8,500,000株 21年3月期  8,500,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  800株 21年3月期  800株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 8,499,200株 21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、３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下さい。 
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１四半期会計期間におけるわが国経済は、昨年からの世界的な金融危機に端を発した景気の後退という深刻

な状況下にあり、輸出や生産が下げ止まりつつあるものの、企業収益や民間設備投資は減少し、雇用情勢が急速に

悪化するなど、依然として厳しい状況が続いております。 

  こうした情勢の中で既存顧客の拡大、新規顧客の獲得に取組んでまいりましたが、当社の主要顧客であります石

油樹脂関連が、自動車業界、家電業界の落ち込みによる影響を強く受けて全般的に売上が低迷いたしました。 

  その結果、当第１四半期会計期間における売上高は13億61百万円（前年同四半期比11.8％減）となりました。運

用効率を高めるとともに、営業費用の圧縮を行いましたが、売上総利益の減少を吸収するにはいたりませんでし

た。 

  この結果、営業利益15百万円（前年同四半期比87.2％減）、経常利益38百万円（前年同四半期比66.9％減）、四

半期純利益24百万円（前年同四半期比60.9％減）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４億16百万円減少し、80億93百万円となりました。 

 これは主に現預金、売掛金及びレンタル未収金ほか流動資産が１億13百万円、貸与資産ほか固定資産が３億２百

万円、買掛金及びリース債務ほか流動負債が１億71百万円、長期借入金ほか固定負債が２億22百万円減少したこと

によります。また、純資産は前事業年度末に比べ22百万円減少の32億43百万円となり、自己資本比率は40.1％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38百万円となったほか、減価償却費４億82百万

円、売上債権の増減額55百万円などにより５億76百万円の収入（前年同四半期比22.0％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及び無形固定資産の取得増などにより、３億41百万

円の支出（前年同四半期比22.6％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７億50百万円、借入金の返済による支出８億33百万円及

び配当金の支払59百万円により、２億88百万円の支出（前年同四半期比22.0％減）となりました。 

３．業績予想に関する定性的情報 

   平成21年５月14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。 

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。  
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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21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 318,152 371,344

受取手形 35,099 38,503

レンタル未収金 602,039 635,581

売掛金 105,875 125,016

有価証券 10,184 10,179

その他 100,358 105,209

貸倒引当金 △2,549 △2,833

流動資産合計 1,169,161 1,283,001

固定資産   

有形固定資産   

貸与資産   

賃貸用器具（純額） 5,423,430 5,811,906

賃貸用車両（純額） 9,707 11,531

貸与資産合計 5,433,137 5,823,437

社用資産   

建物（純額） 186,054 189,304

土地 644,982 644,982

その他（純額） 111,501 120,101

社用資産合計 942,539 954,388

有形固定資産合計 6,375,676 6,777,825

無形固定資産 212,884 107,139

投資その他の資産   

投資有価証券 202,413 181,852

その他 139,742 168,197

貸倒引当金 △6,605 △7,963

投資その他の資産合計 335,549 342,087

固定資産合計 6,924,111 7,227,051

資産合計 8,093,272 8,510,053
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 443,017 539,189

短期借入金 1,150,000 1,050,000

1年内返済予定の長期借入金 938,700 990,280

リース債務 423,550 494,356

未払法人税等 6,454 33,536

引当金 39,393 34,552

その他 55,175 86,162

流動負債合計 3,056,291 3,228,077

固定負債   

長期借入金 1,171,870 1,304,100

リース債務 589,234 663,484

引当金 32,619 48,204

固定負債合計 1,793,724 2,015,788

負債合計 4,850,015 5,243,866

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 1,989,639 2,024,679

自己株式 △251 △251

株主資本合計 3,243,797 3,278,837

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △540 △12,650

評価・換算差額等合計 △540 △12,650

純資産合計 3,243,257 3,266,186

負債純資産合計 8,093,272 8,510,053
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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）

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,544,554 1,361,648

売上原価 1,219,256 1,121,742

売上総利益 325,298 239,905

割賦販売未実現利益繰入額 192 198

割賦販売未実現利益戻入額 2,714 2,301

差引売上総利益 327,820 242,008

販売費及び一般管理費 205,868 226,432

営業利益 121,951 15,575

営業外収益   

受取利息 17 100

受取配当金 1,565 1,265

紛失補償金 24,549 45,264

その他 411 1,804

営業外収益合計 26,543 48,435

営業外費用   

支払利息 33,138 25,879

営業外費用合計 33,138 25,879

経常利益 115,356 38,131

税引前四半期純利益 115,356 38,131

法人税、住民税及び事業税 45,038 4,306

法人税等調整額 7,755 9,370

法人税等合計 52,794 13,676

四半期純利益 62,562 24,454
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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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 38,131

減価償却費 514,036 482,867

賞与引当金の増減額（△は減少） 414 4,840

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△37,152 △15,585

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,019 △1,641

受取利息及び受取配当金 △1,583 △1,366

支払利息 33,138 25,879

固定資産除却損 37,572 17,477

売上債権の増減額（△は増加） 41,781 55,873

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,264 2,053

仕入債務の増減額（△は減少） 106,954 35,970

未払消費税等の増減額（△は減少） △33,790 8,746

その他の資産の増減額（△は増加） 2,841 17,578

その他の負債の増減額（△は減少） 43,360 △39,576

小計 823,176 631,249

利息及び配当金の受取額 1,583 1,282

利息の支払額 △30,939 △24,208

法人税等の支払額 △53,860 △31,387

営業活動によるキャッシュ・フロー 739,959 576,935

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 △5,000

定期預金の払戻による収入 5,000 5,000

投資有価証券の取得による支出 △207 △207

有形固定資産の取得による支出 △424,968 △221,424

無形固定資産の取得による支出 △16,441 △120,130

投資活動によるキャッシュ・フロー △441,616 △341,763

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 350,000 650,000

短期借入金の返済による支出 △350,000 △550,000

長期借入れによる収入 200,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △296,700 △283,810

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △204,224 △145,054

配当金の支払額 △59,494 △59,494

財務活動によるキャッシュ・フロー △360,418 △288,359

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 △53,186

現金及び現金同等物の期首残高 313,417 242,668

現金及び現金同等物の四半期末残高 251,340 189,482
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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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６．その他の情報 

    該当事項はありません。 
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