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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 2,628 △3.9 △16 △167.2 64 △16.2 3 △91.2

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

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

23年3月期第2四半期 0.43 ―

22年3月期第2四半期 4.92 ―

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2四半期 7,629 3,215 42.1 378.34
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2四半期  3,215百万円 22年3月期  3,285百万円

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  
 

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

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 5,200 △3.7 55 16.5 140 △4.4 60 △19.4 7.06



(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 

（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） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.2「その他」をご覧ください。）

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） 23年3月期2Q 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2Q  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2Q 8,499,200株 22年3月期2Q 8,499,200株

※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 ―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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期（平成22年４月１日～平成22年９月30日）におけるわが国経済は、海外経済の減速や円高の進展を

背景とした輸出の弱含みを主因として、昨年を底に続いていた回復ペースは鈍化しています。企業収益は輸出の回

復に伴う売上の増加で回復が続いている中、雇用環境は依然として厳しく、個人消費は駆け込み需要などから強め

の動きも９月にはその反動が顕在化しておりますが、国内景気は緩やかな回復で推移しました。 

 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「一貫パレチゼーショ

ン」の主要顧客であります石油樹脂関連企業におきましては、自動車業界、家電業界が回復基調にあったもののほ

ぼ前年並みの推移となり、石油樹脂関連企業以外の主要顧客の落ち込みで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26億28百万円（前年同四半期比3.9％減）となりました。現

有資産の有効活用並びに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、営業損失16百万円（前年同四半期比167.2％減）、経常利益64百万円（前年同四半期比16.2％減）、

四半期純利益３百万円（前年同四半期比91.2％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２億34百万円増加し、76億29百万円となりました。 

 これは主に貸与資産ほか固定資産が１億97百万円、買掛金及びリース債務ほか流動負債が１億78百万円、リー

ス債務及び固定資産除去債務ほか固定負債が１億26百万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70百万円減少の32億15百万円となり、自己資本比率は42.1％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40百万円となったほか、減価償却費９億5百万

円、固定資産除却損67百万円などにより10億34百万円の収入（前年同四半期比2.6％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、８億66百

万円の支出（前年同四半期比56.3％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37億円、借入金の返済による支出36億27百万円及び配

当金の支払59百万円により、１億74百万円の支出（前年同四半期比68.7％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、石油樹脂関連企業の環境は回復傾向にあったものの前年からは微

増にとどまり、昨年同様に苦戦を強いられました。また、その他主要顧客におきましても、業績低下、在庫調整の

進展等の影響に伴い取扱数量が減少し、売上が低迷いたしました。厳しい経営環境の中で、営業面施策、支出面施

策の両面を打ち改善に努めてまいりましたが、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。 

  

（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 

 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２四半期会計期間末 
(平成22年９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 522,151 528,682

受取手形 27,540 30,636

レンタル未収金 594,191 563,983

売掛金 116,775 113,389

有価証券 10,200 10,195

その他 165,727 152,200

貸倒引当金 △878 △1,154

流動資産合計 1,435,709 1,397,934

固定資産   

有形固定資産   

貸与資産   

賃貸用器具（純額） 4,814,652 4,540,776

賃貸用車両（純額） 1,542 3,629

貸与資産合計 4,816,194 4,544,405

社用資産   

建物（純額） 171,853 176,306

土地 644,982 644,982

その他（純額） 77,206 89,704

社用資産合計 894,042 910,993

有形固定資産合計 5,710,237 5,455,398

無形固定資産 220,021 239,676

投資その他の資産   

投資有価証券 167,039 190,625

その他 97,320 111,341

貸倒引当金 △1,126 △670

投資その他の資産合計 263,233 301,296

固定資産合計 6,193,492 5,996,371

資産合計 7,629,201 7,394,305
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９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 734,615 621,065

短期借入金 1,100,000 1,100,000

1年内返済予定の長期借入金 782,830 765,300

リース債務 351,303 325,860

未払法人税等 16,776 －

引当金 36,803 37,964

その他 74,059 67,411

流動負債合計 3,096,388 2,917,602

固定負債   

長期借入金 852,110 797,170

リース債務 407,565 352,474

引当金 25,896 41,291

資産除去債務 31,633 －

固定負債合計 1,317,204 1,190,936

負債合計 4,413,592 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 1,983,768 2,039,599

自己株式 △251 △251

株主資本合計 3,237,926 3,293,757

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △22,317 △7,989

評価・換算差額等合計 △22,317 △7,989

純資産合計 3,215,609 3,285,767

負債純資産合計 7,629,201 7,394,305
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 2,735,150 2,628,258

売上原価 2,250,440 2,166,799

売上総利益 484,709 461,458

割賦販売未実現利益繰入額 2,586 4,039

割賦販売未実現利益戻入額 4,543 4,005

差引売上総利益 486,666 461,424

販売費及び一般管理費 462,138 477,912

営業利益又は営業損失（△） 24,527 △16,487

営業外収益   

受取利息 194 201

受取配当金 1,334 2,103

紛失補償金 96,311 108,109

その他 3,466 4,757

営業外収益合計 101,308 115,171

営業外費用   

支払利息 49,271 34,485

営業外費用合計 49,271 34,485

経常利益 76,564 64,198

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 76,564 40,394

法人税、住民税及び事業税 11,775 13,016

法人税等調整額 23,005 23,714

法人税等合計 34,780 36,730

四半期純利益 41,783 3,663
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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21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,373,502 1,332,686

売上原価 1,128,698 1,124,120

売上総利益 244,804 208,566

割賦販売未実現利益繰入額 2,387 1,590

割賦販売未実現利益戻入額 2,242 2,060

差引売上総利益 244,658 209,036

販売費及び一般管理費 235,706 251,717

営業利益又は営業損失（△） 8,952 △42,680

営業外収益   

受取利息 93 34

受取配当金 69 85

紛失補償金 51,047 61,119

その他 1,662 3,205

営業外収益合計 52,872 64,445

営業外費用   

支払利息 23,392 17,008

営業外費用合計 23,392 17,008

経常利益 38,432 4,756

税引前四半期純利益 38,432 4,756

法人税、住民税及び事業税 7,469 7,628

法人税等調整額 13,634 442

法人税等合計 21,103 8,070

四半期純利益又は四半期純損失（△） 17,329 △3,314

日本パレットプール㈱（4690）　平成23年3月期　第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

- 6 -



（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 76,564 40,394

減価償却費 988,773 905,885

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,213 △1,160

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△12,600 △15,395

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,501 180

受取利息及び受取配当金 △1,529 △2,305

支払利息 49,271 34,485

固定資産除却損 29,759 67,120

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） 50,075 △28,118

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,025 △1,150

仕入債務の増減額（△は減少） △9,900 47,258

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,976 △24,477

その他の資産の増減額（△は増加） △24,347 △32,259

その他の負債の増減額（△は減少） △23,398 32,138

小計 1,133,380 1,046,400

利息及び配当金の受取額 1,505 2,325

利息の支払額 △41,586 △35,166

法人税等の還付額 － 26,160

法人税等の支払額 △31,516 △5,323

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,061,782 1,034,397

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 △476 △494

有形固定資産の取得による支出 △368,049 △854,365

無形固定資産の取得による支出 △186,186 △10,514

その他 － △1,496

投資活動によるキャッシュ・フロー △554,712 △866,871

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 1,550,000 3,150,000

短期借入金の返済による支出 △1,550,000 △3,150,000

長期借入れによる収入 300,000 550,000

長期借入金の返済による支出 △538,610 △477,530

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △258,517 △187,026

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 △556,622 △174,051

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） △49,551 △6,525

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 193,117 393,471
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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
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