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1.  平成25年3月期第1四半期の業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 1,397 7.6 29 △22.2 44 △10.9 5 △76.0

24年3月期第1四半期 1,298 0.2 37 43.7 49 △16.3 23 229.6

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

25年3月期第1四半期 0.66 ―

24年3月期第1四半期 2.71 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 8,740 3,230 37.0
24年3月期 8,545 3,278 38.4

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  3,230百万円 24年3月期  3,278百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
25年3月期 ―

25年3月期（予想） 0.00 ― 7.00 7.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 2,947 9.5 146 △4.6 130 △17.7 69 △5.8 8.20
通期 5,900 4.9 353 △5.7 320 △24.4 170 △16.4 20.20



(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 

（注）第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、添付資料3ページ「2．サマリー情報（注記事項）に関する事項」（2）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 8,500,000 株 24年3月期 8,500,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 82,626 株 24年3月期 82,626 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 8,417,374 株 24年3月期1Q 8,498,221 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、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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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2ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第１四半期累計期間における海外経済は、欧州の財政危機の影響を受けて先進国で景気回復の動き

が弱まっております。また、これまで好調であった中国や新興諸国も景気拡大のテンポが鈍化しつつあ

り、全般的に厳しい状況が続いております。 

国内経済におきましては、復興需要にけん引される形で、企業収益や設備投資は緩やかな回復基調に

あるものの、世界景気の減速に伴う需要減や原燃料価格高騰等の懸念材料があるため、依然として予断

を許さない状況にあります。 

このような情勢のもとで、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油化学樹脂関連企業向けレンタルは、需要の減少

や化学原料の値下げに伴い生産量を抑制している模様につき、低下傾向にあります。しかしながら昨年

11月より石油化学樹脂関連の新規業務を獲得したことにより、当第１四半期累計期間のレンタル売上高

は増加しました。 

その他の顧客については、主要顧客の取扱いの増加や新規顧客の獲得によりレンタル需要が伸びてお

り、販売売上高、利用運送売上高は減少しましたが、当第１四半期累計期間の売上高総額は13億97百万

円（前年同四半期比7.6％増）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してまいりましたが、取引先へ

のレンタル商品の安定供給を行うための設備投資の実施並びに石油化学樹脂関連企業の新規獲得による

各種費用の発生により、営業費用は13億67百万円（前年同四半期比8.5％増）となりました。  

この結果、営業利益29百万円（前年同四半期比22.2％減）、経常利益44百万円（前年同四半期比

10.9％減）、四半期純利益５百万円（前年同四半期比76.0％減）となりました。 

  

①財政状態の変動状況 

当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ１億95百万円増加し、87億40百万円とな

りました。  

現金及び預金ほか流動資産が82百万円、貸与資産ほか固定資産が１億12百万円、長期借入金ほか固

定負債が３億86百万円増加し、買掛金及び未払法人税等ほか流動負債が１億42百万円減少いたしまし

た。また、純資産は前事業年度末に比べ48百万円減少の32億30百万円となり、自己資本比率は37.0％

となりました。 

  

平成24年５月11日に公表いたしました業績予想数値から修正は行っておりません。 

  

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

（３）業績予想に関する定性的情報
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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。  

  

当第１四半期累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有

形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これによる当第１四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽

微であります。 

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(注記事項)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24年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 315,733 449,560

受取手形 21,183 22,634

レンタル未収金 619,818 608,087

売掛金 85,449 72,117

有価証券 10,213 10,215

その他 113,480 86,201

貸倒引当金 △1,271 △1,234

流動資産合計 1,164,608 1,247,580

固定資産

有形固定資産

貸与資産

賃貸用器具（純額） 6,291,913 6,365,697

貸与資産合計 6,291,913 6,365,697

社用資産

建物（純額） 151,767 153,531

土地 483,126 483,126

その他（純額） 58,402 120,533

社用資産合計 693,297 757,191

有形固定資産合計 6,985,210 7,122,889

無形固定資産 137,663 124,845

投資その他の資産

投資有価証券 165,512 156,439

その他 94,087 89,952

貸倒引当金 △1,904 △1,437

投資その他の資産合計 257,695 244,955

固定資産合計 7,380,569 7,492,690

資産合計 8,545,177 8,740,271

負債の部

流動負債

買掛金 956,295 583,177

短期借入金 1,280,000 1,480,000

1年内返済予定の長期借入金 786,580 853,810

リース債務 215,318 276,257

未払法人税等 155,258 13,563

引当金 36,928 37,114

その他 54,851 98,907

流動負債合計 3,485,232 3,342,829
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年６月30日)

固定負債

長期借入金 1,606,330 1,820,610

リース債務 97,861 273,401

引当金 42,729 17,862

長期未払金 － 21,062

資産除去債務 34,172 34,193

固定負債合計 1,781,093 2,167,129

負債合計 5,266,326 5,509,959

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 2,057,152 2,003,752

自己株式 △17,182 △17,182

株主資本合計 3,294,379 3,240,979

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △15,528 △10,667

評価・換算差額等合計 △15,528 △10,667

純資産合計 3,278,851 3,230,312

負債純資産合計 8,545,177 8,740,271
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 1,298,754 1,397,038

売上原価 1,052,180 1,139,243

売上総利益 246,574 257,795

割賦販売未実現利益繰入額 982 63

割賦販売未実現利益戻入額 2,252 1,479

差引売上総利益 247,844 259,211

販売費及び一般管理費 210,215 229,951

営業利益 37,629 29,259

営業外収益

受取利息 14 9

受取配当金 1,611 1,667

紛失補償金 19,504 26,663

その他 4,957 1,615

営業外収益合計 26,087 29,955

営業外費用

支払利息 13,934 14,854

営業外費用合計 13,934 14,854

経常利益 49,782 44,360

特別損失

投資有価証券評価損 － 16,626

特別損失合計 － 16,626

税引前四半期純利益 49,782 27,734

法人税、住民税及び事業税 21,614 11,050

法人税等調整額 5,166 11,162

法人税等合計 26,780 22,212

四半期純利益 23,002 5,521
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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