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1.  平成25年3月期第3四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 4,335 4.1 243 △21.2 288 △16.6 148 △11.2

24年3月期第3四半期 4,167 5.1 309 636.3 345 125.7 166 225.3

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3四半期 17.60 ―

24年3月期第3四半期 19.64 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 8,761 3,383 38.6
24年3月期 8,545 3,278 38.4

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  3,383百万円 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 ― 0.00 ―

25年3月期（予想） 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、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  ：  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 5,750 2.3 300 △19.9 320 △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  ：  無  

(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） 

※  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3Q 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3Q 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3Q 8,417,374 株 24年3月期3Q 8,492,978 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３四半期累計期間における日本経済は、震災からの復旧・復興需要を牽引力として回復基調を辿

っているものの、円高や欧州・中国向けの輸出の停滞により貿易収支の赤字が続いており、また個人消

費もエコカー補助金の終了による自動車販売の減少等で一時的に弱含んでいるほか、企業の設備投資も

経営環境の悪化等を背景に投資計画の下方修正が相次ぐなど、内需・外需ともになお厳しい状況が続い

ております。 

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のパレットレンタルは、

世界景気の減速による需要減や化学原料の価格低下の影響を受けて年度後半から減少傾向が顕著となっ

てきております。しかしながら平成23年11月に獲得した石油化学樹脂関連の新規業務が下支えたことに

より、当第３四半期累計期間のレンタル売上高は全体で増加しました。 

その他のレンタル顧客については、ほぼ前年並みで推移しており、販売売上高、利用運送売上高は減

少しましたが、当第３四半期累計期間の売上高総額は43億35百万円（前年同四半期比4.1％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40億92百万円（前年同四半期比6.1％増）となりました。  

この結果、営業利益２億43百万円（前年同四半期比21.2％減）、経常利益２億88百万円（前年同四半

期比16.6％減）、四半期純利益１億48百万円（前年同四半期比11.2％減）となりました。 

  

①財政状態の変動状況 

当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ２億16百万円増加し、87億61百万円とな

りました。  

現金及び預金ほか流動資産が１億15百万円、貸与資産ほか固定資産が１億１百万円、リース債務ほ

か固定負債が５億78百万円増加し、買掛金及び未払法人税等ほか流動負債が４億66百万円減少いたし

ました。また、純資産は前事業年度末に比べ１億４百万円増加の33億83百万円となり、自己資本比率

は38.6％となりました。 

  

通期の業績予想につきましては、石油化学樹脂関連企業向けレンタルが減産・生産調整等の影響を受

け大きく減少しているため、平成24年８月７日に公表いたしました業績予想数値から売上高、営業利益

をそれぞれ下方修正しております。 

  

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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該当事項はありません。 

  

当第３四半期累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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３四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３四半期会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 315,733 485,875

受取手形 21,183 24,571

レンタル未収金 619,818 617,598

売掛金 85,449 71,480

有価証券 10,213 10,218

その他 113,480 71,802

貸倒引当金 △1,271 △1,236

流動資産合計 1,164,608 1,280,311

固定資産

有形固定資産

貸与資産

賃貸用器具（純額） 6,291,913 6,379,439

貸与資産合計 6,291,913 6,379,439

社用資産

建物（純額） 151,767 147,625

土地 483,126 483,126

その他（純額） 58,402 105,167

社用資産合計 693,297 735,919

有形固定資産合計 6,985,210 7,115,359

無形固定資産 137,663 108,915

投資その他の資産

投資有価証券 165,512 175,120

その他 94,087 83,234

貸倒引当金 △1,904 △1,050

投資その他の資産合計 257,695 257,304

固定資産合計 7,380,569 7,481,578

資産合計 8,545,177 8,761,889

負債の部

流動負債

買掛金 956,295 395,418

短期借入金 1,280,000 1,430,000

1年内返済予定の長期借入金 786,580 782,740

リース債務 215,318 321,221

未払法人税等 155,258 9,857

引当金 36,928 14,319

その他 54,851 65,000

流動負債合計 3,485,232 3,018,557
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成24年12月31日)

固定負債

長期借入金 1,606,330 1,537,190

リース債務 97,861 748,319

引当金 42,729 19,648

長期未払金 － 21,062

資産除去債務 34,172 33,474

固定負債合計 1,781,093 2,359,695

負債合計 5,266,326 5,378,252

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 2,146,349

自己株式 △17,182 △17,182

株主資本合計 3,294,379 3,383,576

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △15,528 60

評価・換算差額等合計 △15,528 60

純資産合計 3,278,851 3,383,637

負債純資産合計 8,545,177 8,761,889
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（２）四半期損益計算書
第３四半期累計期間

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 4,167,050 4,335,991

売上原価 3,215,294 3,418,263

売上総利益 951,756 917,727

割賦販売未実現利益繰入額 1,592 1,619

割賦販売未実現利益戻入額 6,305 4,044

差引売上総利益 956,469 920,152

販売費及び一般管理費 646,977 676,234

営業利益 309,492 243,918

営業外収益

受取利息 39 29

受取配当金 2,949 3,071

紛失補償金 66,220 86,555

その他 7,532 4,677

営業外収益合計 76,742 94,333

営業外費用

支払利息 40,808 50,134

営業外費用合計 40,808 50,134

経常利益 345,427 288,116

特別利益

固定資産売却益 － 27

特別利益合計 － 27

特別損失

投資有価証券評価損 － 14,132

災害による損失 12,400 －

特別損失合計 12,400 14,132

税引前四半期純利益 333,027 274,011

法人税、住民税及び事業税 145,849 104,931

法人税等調整額 20,328 20,961

法人税等合計 166,177 125,893

四半期純利益 166,849 148,118
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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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