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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 2,690 2.4 153 ― 157 145.9 73 1,899.7
23年3月期第2四半期 2,628 △3.9 △16 △167.2 64 △16.2 3 △91.2

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

24年3月期第2四半期 8.62 ―

23年3月期第2四半期 0.43 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 7,993 3,165 39.6
23年3月期 7,647 3,152 41.2

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  3,165百万円 23年3月期  3,152百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― ― ― 7.00 7.00
24年3月期 ― ―

24年3月期（予想） ― 7.00 7.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

通期 5,400 2.1 208 134.5 200 △14.7 100 ― 11.77



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 8,500,000 株 23年3月期 8,500,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 2,626 株 23年3月期 1,779 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 8,497,374 株 23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の対象外であります。 

※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条件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、添付資
料P2「経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、３月に発生した東日本大震災後に国内生産が急速に落

ち込みましたが、サプライチェーンの復旧に伴い持ち直しの動きを続けております。個人消費は夏場に

かけて回復し、設備投資は震災に伴う投資計画の先送りもあって弱めの動きでありました。したがっ

て、国内景気は輸出の回復に加え民間国内需要も増加に転じたことから、円高や欧米中心とした海外経

済の減速等、依然として厳しい状況はあるものの回復しております。 

このような経営環境の中で、当社は、既存顧客の拡大や新規顧客の獲得による売上増を図ってまいり

ましたが、「一貫パレチゼーション」の主要顧客である石化樹脂関連企業向け売上については、石化メ

ーカーの主たる供給先である自動車業界、家電業界向けの販売が伸びたこと等により、前年同四半期を

上回りました。その他の顧客についても、主要顧客の取扱いの増加、新規顧客の獲得並びにスポット需

要が後押しする等により、レンタル需要が伸びました。販売売上高は僅かに減少しましたが、利用運送

売上高の増加を受けて、当第２四半期累計期間の売上高総額は26億90百万円（前年同四半期比2.4％

増）となりました。  

費用面につきましては、取引先への安定供給を円滑にすすめるための設備投資、回送、修理の実施に

よる支出増はあったものの、現有資産の有効活用、運用面の効率化を推進するとともに、徹底した営業

費用の圧縮を行ったことにより、営業費用は25億40百万円（前年同四半期比3.9％減）となりました。

この結果、営業利益1億53百万円（前年同四半期は営業損失16百万円）、経常利益１億57百万円（前

年同四半期比145.9％増）、四半期純利益73百万円（前年同四半期比1,899.7％増）となりました。  

  

①財政状態の変動状況 

当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ３億46百万円増加し、79億93百万円とな

りました。 

これは主に貸与資産ほか固定資産が６億88百万円、長期借入金ほか固定負債が１億61百万円、買掛

金及び短期借入金ほか流動負債が１億71百万円増加しましたが、現金及び預金ほか流動資産が３億42

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13百万円増加の31億65百万円と

なり、自己資本比率は39.6％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１億45百万円となったほか、減価償

却費９億63百万円、固定資産除却損29百万円などにより11億61百万円の収入（前年同四半期比12.2％

増）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、15億21百万円の支出

（前年同四半期比75.6％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34億１百万円、借入金の返済による支出33

億30百万円及び配当金の支払59百万円により、１億７百万円の支出（前年同四半期比161.5％減）と

なりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報
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当第２四半期累計期間の業績につきましては、石化樹脂関連企業並びに一部の主要顧客が堅調に推

移し、加えて７月はじめより、飲料関係会社のスポット需要があり増収、増益となりましたので、業

績予想を上方修正いたしました。 

なお、通期の業績予想につきましては、石油化学樹脂関連企業の一部工場閉鎖、顧客メーカーの物

流合理化による拠点の統合、円高進行による輸出関連企業の生産調整などによる取扱数量の減少、基

幹デポの整備計画に伴う諸費用の発生など、当社を取り巻く経営環境は依然厳しい状況で推移する見

込みであることを踏まえて検討いたしました結果、平成23年８月５日に開示いたしました業績予想か

ら修正は行っておりません。 

  

繰延税金資産及び繰延税金資産の算定方法 

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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（３）業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 665,111 411,213

受取手形 30,504 20,770

レンタル未収金 539,960 608,430

売掛金 165,898 84,754

有価証券 10,205 10,209

その他 146,446 80,193

貸倒引当金 △1,472 △1,347

流動資産合計 1,556,652 1,214,223

固定資産

有形固定資産

貸与資産

賃貸用器具（純額） 4,914,289 5,644,640

貸与資産合計 4,914,289 5,644,640

社用資産

建物（純額） 164,664 158,098

土地 488,950 488,950

その他（純額） 64,961 64,600

社用資産合計 718,575 711,649

有形固定資産合計 5,632,864 6,356,289

無形固定資産 195,164 165,139

投資その他の資産

投資有価証券 163,456 162,971

その他 102,421 96,427

貸倒引当金 △3,444 △1,904

投資その他の資産合計 262,434 257,494

固定資産合計 6,090,463 6,778,923

資産合計 7,647,116 7,993,146

負債の部

流動負債

買掛金 822,525 972,868

短期借入金 1,100,000 1,180,000

1年内返済予定の長期借入金 770,880 742,850

リース債務 266,256 232,853

未払法人税等 79,569 70,460

引当金 34,298 32,362

その他 38,809 52,172

流動負債合計 3,112,338 3,283,567
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成23年９月30日)

固定負債

長期借入金 1,025,490 1,294,490

リース債務 296,249 182,740

引当金 30,843 35,739

資産除去債務 30,039 31,062

固定負債合計 1,382,622 1,544,033

負債合計 4,494,960 4,827,601

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 1,913,260 1,927,037

自己株式 △453 △622

株主資本合計 3,167,217 3,180,824

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △15,061 △15,279

評価・換算差額等合計 △15,061 △15,279

純資産合計 3,152,155 3,165,545

負債純資産合計 7,647,116 7,993,146
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 2,628,258 2,690,854

売上原価 2,166,799 2,109,418

売上総利益 461,458 581,436

割賦販売未実現利益繰入額 4,039 1,518

割賦販売未実現利益戻入額 4,005 4,489

差引売上総利益 461,424 584,407

販売費及び一般管理費 477,912 431,338

営業利益又は営業損失（△） △16,487 153,069

営業外収益

受取利息 201 28

受取配当金 2,103 1,704

紛失補償金 108,109 24,048

その他 4,757 6,395

営業外収益合計 115,171 32,176

営業外費用

支払利息 34,485 27,365

営業外費用合計 34,485 27,365

経常利益 64,198 157,880

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 －

災害による損失 － 12,400

特別損失合計 23,804 12,400

税引前四半期純利益 40,394 145,480

法人税、住民税及び事業税 13,016 66,193

法人税等調整額 23,714 6,022

法人税等合計 36,730 72,215

四半期純利益 3,663 73,264
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23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 40,394 145,480

減価償却費 905,885 963,630

災害による損失 － 12,400

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,160 △1,936

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△
は減少）

△15,395 4,896

貸倒引当金の増減額（△は減少） 180 △1,665

受取利息及び受取配当金 △2,305 △1,733

支払利息 34,485 27,365

固定資産除却損 67,120 29,832

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） △28,118 22,855

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,150 80

仕入債務の増減額（△は減少） 47,258 △5,530

未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） △24,477 35,775

その他の資産の増減額（△は増加） △32,259 32,139

その他の負債の増減額（△は減少） 32,138 2,838

小計 1,046,400 1,266,429

利息及び配当金の受取額 2,325 1,734

利息の支払額 △35,166 △27,748

法人税等の還付額 26,160 －

法人税等の支払額 △5,323 △79,376

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,034,397 1,161,040

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 △494 △500

有形固定資産の取得による支出 △854,365 △1,517,837

無形固定資産の取得による支出 △10,514 △964

その他 △1,496 △2,633

投資活動によるキャッシュ・フロー △866,871 △1,521,936

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 3,150,000 3,410,000

短期借入金の返済による支出 △3,150,000 △3,330,000

長期借入れによる収入 550,000 700,000

長期借入金の返済による支出 △477,530 △459,030

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △187,026 △154,310

配当金の支払額 △59,494 △59,487

自己株式の取得による支出 － △169

財務活動によるキャッシュ・フロー △174,051 107,002

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） △6,525 △253,893

現金及び現金同等物の期首残高 399,996 536,425

現金及び現金同等物の四半期末残高 393,471 282,532
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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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