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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 2,735 △12.8 24 △91.3 76 △69.9 41 △63.6

21年3月期第2四半期 3,135 ― 282 ― 254 ― 114 ―

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2四半期 4.92 ―

21年3月期第2四半期 13.51 ―

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2四半期 7,831 3,253 41.5 382.76
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2四半期  3,253百万円 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

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

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 5,700 △8.0 150 △61.6 180 △51.4 90 △40.0 10.59
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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 無

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2四半期 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2四半期  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2四半期 8,499,200株 21年3月期第2四半期 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２四半期（平成21年４月１日～平成21年９月30日）におけるわが国経済は、昨秋からの世界的な金融・経済

危機による実態経済への影響から、企業の収益環境や雇用環境は依然として厳しく、個人消費は引き続き低迷する

中、国内景気は低調なまま推移しました。 

  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２四半期累計期間における売上高は27億35百万円（前年同四半期比12.8％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24百万円（前年同四半期比91.3％減）、経常利益76百万円（前年同四半期比69.9％減）、四

半期純利益41百万円（前年同四半期比63.6％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２四半期末の総資産は、前事業年度末に比べ６億78百万円減少し、78億31百万円となりました。 

 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80百万円、貸与資産ほか固定資産が５億98百万

円、買掛金及びリース債務ほか流動負債が３億45百万円、長期借入金ほか固定負債が３億19百万円減少したことに

よります。また、純資産は前事業年度末に比べ13百万円減少の32億53百万円となり、自己資本比率は41.5％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76百万円となったほか、減価償却費９億88百万

円、売上債権の増減額50百万円などにより10億61百万円の収入（前年同四半期比26.4％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及び無形固定資産の取得増などにより、５億54百万

円の支出（前年同四半期比41.5％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15億50百万円、借入金の返済による支出15億50百万円及

び配当金の支払59百万円により、５億56百万円の支出（前年同四半期比12.1％減）となりました。 

３．業績予想に関する定性的情報 

   当第２四半期累計期間の業績につきましては、主要顧客である石油樹脂関連の環境が好転せず苦戦をしいられま

したが、厳しい経営環境の中で営業施策を打って改善に努め業績の回復も期待出来るものの、受注環境が早期に改

善することは難しいと判断し業績予想を修正いたしました。 

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  

 該当事項はありません。  
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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２四半期会計期間末 
(平成21年９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 321,783 371,344

受取手形 30,887 38,503

レンタル未収金 614,512 635,581

売掛金 100,550 125,016

有価証券 10,189 10,179

その他 127,626 105,209

貸倒引当金 △2,689 △2,833

流動資産合計 1,202,860 1,283,001

固定資産   

有形固定資産   

貸与資産   

賃貸用器具（純額） 5,090,765 5,811,906

賃貸用車両（純額） 7,884 11,531

貸与資産合計 5,098,650 5,823,437

社用資産   

建物（純額） 182,805 189,304

土地 644,982 644,982

その他（純額） 112,286 120,101

社用資産合計 940,074 954,388

有形固定資産合計 6,038,724 6,777,825

無形固定資産 265,484 107,139

投資その他の資産   

投資有価証券 190,174 181,852

その他 141,250 168,197

貸倒引当金 △6,605 △7,963

投資その他の資産合計 324,819 342,087

固定資産合計 6,629,027 7,227,051

資産合計 7,831,888 8,510,053
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 420,091 539,189

短期借入金 1,050,000 1,050,000

1年内返済予定の長期借入金 909,700 990,280

リース債務 384,724 494,356

未払法人税等 15,932 33,536

引当金 35,766 34,552

その他 66,258 86,162

流動負債合計 2,882,473 3,228,077

固定負債   

長期借入金 1,146,070 1,304,100

リース債務 514,597 663,484

引当金 35,603 48,204

固定負債合計 1,696,271 2,015,788

負債合計 4,578,744 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 2,006,968 2,024,679

自己株式 △251 △251

株主資本合計 3,261,126 3,278,837

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,982 △12,650

評価・換算差額等合計 △7,982 △12,650

純資産合計 3,253,143 3,266,186

負債純資産合計 7,831,888 8,510,053
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,135,457 2,735,150

売上原価 2,409,016 2,250,440

売上総利益 726,441 484,709

割賦販売未実現利益繰入額 528 2,586

割賦販売未実現利益戻入額 5,286 4,543

差引売上総利益 731,199 486,666

販売費及び一般管理費 448,471 462,138

営業利益 282,727 24,527

営業外収益   

受取利息 269 194

受取配当金 1,631 1,334

紛失補償金 32,424 96,311

その他 3,339 3,466

営業外収益合計 37,665 101,308

営業外費用   

支払利息 65,896 49,271

営業外費用合計 65,896 49,271

経常利益 254,496 76,564

特別損失   

投資有価証券評価損 28,078 －

特別損失合計 28,078 －

税引前四半期純利益 226,417 76,564

法人税、住民税及び事業税 70,197 11,775

法人税等調整額 41,426 23,005

法人税等合計 111,623 34,780

四半期純利益 114,794 41,783
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,590,903 1,373,502

売上原価 1,189,760 1,128,698

売上総利益 401,143 244,804

割賦販売未実現利益繰入額 335 2,387

割賦販売未実現利益戻入額 2,571 2,242

差引売上総利益 403,379 244,658

販売費及び一般管理費 242,603 235,706

営業利益 160,776 8,952

営業外収益   

受取利息 251 93

受取配当金 65 69

紛失補償金 7,875 51,047

その他 2,928 1,662

営業外収益合計 11,121 52,872

営業外費用   

支払利息 32,758 23,392

営業外費用合計 32,758 23,392

経常利益 139,139 38,432

特別損失   

投資有価証券評価損 28,078 －

特別損失合計 28,078 －

税引前四半期純利益 111,060 38,432

法人税、住民税及び事業税 25,158 7,469

法人税等調整額 33,670 13,634

法人税等合計 58,828 21,103

四半期純利益 52,232 17,329
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 226,417 76,564

減価償却費 1,022,638 988,773

賞与引当金の増減額（△は減少） 181 1,213

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△33,497 △12,600

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,243 △1,501

受取利息及び受取配当金 △1,900 △1,529

支払利息 65,896 49,271

投資有価証券評価損益（△は益） 28,078 －

固定資産除却損 42,532 29,759

売上債権の増減額（△は増加） 45,726 50,075

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,015 2,025

仕入債務の増減額（△は減少） 182,984 △9,900

未払消費税等の増減額（△は減少） △46,680 8,976

その他の資産の増減額（△は増加） 10,580 △24,347

その他の負債の増減額（△は減少） 12,800 △23,398

小計 1,558,016 1,133,380

利息及び配当金の受取額 1,817 1,505

利息の支払額 △62,588 △41,586

法人税等の支払額 △54,139 △31,516

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,443,105 1,061,782

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 △465 △476

有形固定資産の取得による支出 △898,095 △368,049

無形固定資産の取得による支出 △50,255 △186,186

投資活動によるキャッシュ・フロー △948,816 △554,712

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 600,000 1,550,000

短期借入金の返済による支出 △700,000 △1,550,000

長期借入れによる収入 600,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △593,800 △538,610

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △379,947 △258,517

社債の償還による支出 △100,000 －

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 △633,241 △556,622

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） △138,952 △49,551

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 174,464 193,117
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（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。 

６．その他の情報 

    該当事項はありません。 

日本パレットプール㈱(4690)　平成22年3月期　第2四半期決算短信(非連結)

- 9 -


