
  

１．平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  1,295  △4.9  26  68.2  59  55.9  6  △71.5

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

  
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 

23年３月期第１四半期  －  82  －      

22年３月期第１四半期  2  88  －      

  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 

23年３月期第１四半期  7,419  3,222  43.4  379  19

22年３月期  7,394  3,285  44.4  386  60

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 3,222百万円 22年３月期 3,285百万円

  
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 

22年３月期  －        －      －      7 00  7  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  －      －      7 00  7  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  2,873  5.0  112  366.7  91  19.7  30  △26.8  3  53

通期  5,900  9.3  247  425.5  210  43.8  72  △2.7  8  47



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．２「その他」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  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きの対象外であり、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きが実施中です。 

  

※  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、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「１．当四半期の業績等に関す

る定性的情報（１）経営成績に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期第１四半期 8,500,000株 22年３月期 8,500,000株

②  期末自己株式数 23年３月期第１四半期 800株 22年３月期 800株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期第１四半期 8,499,200株 22年３月期第１四半期 8,499,200株
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（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、在庫調整の進展や海外経済の回復を背景とした輸出、生産の増加

等から緩やかに回復しつつあるものの、南欧諸国の財政赤字に対する懸念は強く、先行き不透明感は強い状況下で

あり、企業が投資や雇用、所得環境の改善に積極的には動いておらず、国内需要の柱である個人消費が盛り上がら

ない等、全体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、自動車業界、家電業界等の低

迷による取扱数量の減少による影響を受けてきた当社の主要顧客であります石化樹脂関連企業においては、本年に

入り回復基調で推移したものの、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12億95百万円（前年同四半期比4.9％減）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することにより営業費用は12億68百万円（前年

同四半期5.9％減）となりました。 

 この結果、営業利益26百万円（前年同四半期比68.2％増）、経常利益59百万円（前年同四半期比55.9％増）とな

りました。また、固定資産除去債務の過年度分23百万円を特別損失に計上したことにより、四半期純利益は6百万

円（前年同四半期比71.5％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25百万円増加し、74億19百万円となりました。 

 これは主に貸与資産ほか固定資産が１億89百万円、買掛金及びリース債務ほか流動負債が53百万円、リース債

務及び固定資産除去債務ほか固定負債が35百万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

62百万円減少の32億22百万円となり、自己資本比率は43.4％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35百万円となったほか、減価償却費４億28百万

円、固定資産除却損49百万円などにより５億17百万円の収入（前年同四半期比10.4％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、３億65百

万円の支出（前年同四半期比6.9％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16億円、借入金の返済による支出17億25百万円及び配

当金の支払59百万円により、２億75百万円の支出（前年同四半期比4.3％減）となりました。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成22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。 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。 

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（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22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 404,486 528,682

受取手形 30,764 30,636

レンタル未収金 555,419 563,983

売掛金 110,226 113,389

有価証券 10,198 10,195

その他 123,699 152,200

貸倒引当金 △982 △1,154

流動資産合計 1,233,811 1,397,934

固定資産   

有形固定資産   

貸与資産   

賃貸用器具（純額） 4,777,517 4,540,776

賃貸用車両（純額） 2,140 3,629

貸与資産合計 4,779,657 4,544,405

社用資産   

建物（純額） 175,185 176,306

土地 644,982 644,982

その他（純額） 83,531 89,704

社用資産合計 903,699 910,993

有形固定資産合計 5,683,357 5,455,398

無形固定資産 234,777 239,676

投資その他の資産   

投資有価証券 173,232 190,625

その他 95,058 111,341

貸倒引当金 △634 △670

投資その他の資産合計 267,657 301,296

固定資産合計 6,185,792 5,996,371

資産合計 7,419,604 7,394,305
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 654,538 621,065

短期借入金 1,100,000 1,100,000

1年内返済予定の長期借入金 739,120 765,300

リース債務 381,276 325,860

未払法人税等 7,291 －

引当金 41,258 37,964

その他 47,159 67,411

流動負債合計 2,970,643 2,917,602

固定負債   

長期借入金 697,850 797,170

リース債務 473,719 352,474

引当金 22,871 41,291

資産除去債務 31,739 －

固定負債合計 1,226,180 1,190,936

負債合計 4,196,824 4,108,538

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 1,987,083 2,039,599

自己株式 △251 △251

株主資本合計 3,241,241 3,293,757

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,461 △7,989

評価・換算差額等合計 △18,461 △7,989

純資産合計 3,222,779 3,285,767

負債純資産合計 7,419,604 7,394,305
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,361,648 1,295,571

売上原価 1,121,742 1,042,679

売上総利益 239,905 252,891

割賦販売未実現利益繰入額 198 2,449

割賦販売未実現利益戻入額 2,301 1,945

差引売上総利益 242,008 252,388

販売費及び一般管理費 226,432 226,195

営業利益 15,575 26,192

営業外収益   

受取利息 100 166

受取配当金 1,265 2,017

紛失補償金 45,264 46,990

その他 1,804 1,551

営業外収益合計 48,435 50,726

営業外費用   

支払利息 25,879 17,477

営業外費用合計 25,879 17,477

経常利益 38,131 59,442

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23,804

特別損失合計 － 23,804

税引前四半期純利益 38,131 35,637

法人税、住民税及び事業税 4,306 5,387

法人税等調整額 9,370 23,272

法人税等合計 13,676 28,659

四半期純利益 24,454 6,978
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 38,131 35,637

減価償却費 482,867 428,082

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,840 3,294

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△15,585 △18,419

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,641 △207

受取利息及び受取配当金 △1,366 △2,184

支払利息 25,879 17,477

固定資産除却損 17,477 49,618

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 23,804

売上債権の増減額（△は増加） 55,873 12,158

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,053 －

仕入債務の増減額（△は減少） 35,970 △19,606

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,746 △24,477

その他の資産の増減額（△は増加） 17,578 28,911

その他の負債の増減額（△は減少） △39,576 △1,258

小計 631,249 532,829

利息及び配当金の受取額 1,282 2,027

利息の支払額 △24,208 △17,751

法人税等の支払額 △31,387 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 576,935 517,105

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 △206

有形固定資産の取得による支出 △221,424 △361,464

無形固定資産の取得による支出 △120,130 △3,073

その他 － △659

投資活動によるキャッシュ・フロー △341,763 △365,404

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 650,000 1,500,000

短期借入金の返済による支出 △550,000 △1,500,000

長期借入れによる収入 100,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △283,810 △225,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △145,054 △90,899

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 △288,359 △275,893

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） △53,186 △124,192

現金及び現金同等物の期首残高 242,668 399,996

現金及び現金同等物の四半期末残高 189,482 275,803
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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

日本パレットプール㈱（4690）　平成23年3月期　第1四半期決算短信（非連結）

- 7 -


