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1.  平成26年3月期第2四半期の業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 2,862 △0.8 180 19.6 200 15.2 116 41.1
25年3月期第2四半期 2,884 7.2 151 △1.3 174 10.3 82 13.1

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

26年3月期第2四半期 13.89 ―
25年3月期第2四半期 9.84 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 8,468 3,548 41.9
25年3月期 8,655 3,486 40.3
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  3,548百万円 25年3月期  3,486百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 7.00 7.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 5,900 2.3 381 12.4 320 △22.0 170 △28.2 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   ：  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） 26年3月期2Q 8,500,000 株 25年3月期 8,500,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 82,626 株 25年3月期 82,626 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 8,417,374 株 25年3月期2Q 8,417,374 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、金融商品取引法 
に基づく四半期財務諸表の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、 
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ったての注意事項等については、添付資料２ページ「業績予想などの将来予測情報に関する説明」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我が国の経済は、海外経済の持ち直しと円安を背景に緩やかに回復し

ているものとみられます。企業の生産活動も徐々に回復していることから業況も好転しており、雇用・

所得環境の改善に伴い個人消費も増加傾向にあります。また、このほど決定した消費税率の引き上げを

前に、価格の先高観を見越した駆け込み需要の動きも一部で見られております。 

このような経営環境のもとで、当社の「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、自動車部材用樹脂等の国内需要の回復を受けて、前年同四半期の取引額を上回り

ました。しかし、一般顧客向けのレンタルが物流合理化等の理由により伸び悩んだため、レンタル売上

高は全体で減少しました。販売売上高が好調であったものの、当第２四半期累計期間の売上高総額は28

億62百万円（前年同四半期比0.8％減）となりました。 

費用面につきましては、新規設備投資の抑制とともに、現有資産の有効活用、運用面の効率化を推進

した結果、営業費用は26億81百万円（前年同四半期比1.9％減）となりました。 

この結果、営業利益１億80百万円（前年同四半期比19.6％増）、経常利益２億円（前年同四半期比

15.2％増）、四半期純利益１億16百万円（前年同四半期比41.1％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１億86百万円減少し、84億68百万円となり

ました。 

現金及び預金ほか流動資産が１億13百万円、貸与資産及び繰延税金資産ほか固定資産が72百万円、長

期借入金ほか固定負債が２億98百万円減少し、買掛金ほか流動負債が増加いたしました。また、純資産

は前事業年度末に比べ62百万円増加の35億48百万円となり、自己資本比率は41.9％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２億円となったほか、減価償却費９億

22百万円、固定資産除却損44百万円などにより10億23百万円の収入（前年同四半期比3.9％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などにより６億45百万円の支出（前年同

四半期比38.0％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39億80百万円、借入金の返済による支出42億

５百万円及び配当金の支払58百万円などにより、４億82百万円の支出（前年同四半期は１億25百万円の

収入）となりました。 

  

当第２四半期累計期間の業績につきましては、コスト削減効果や紛失補償金の発生により増益となり

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、石油化学樹脂関連レンタルが未だに本格的な回復に至ってお

らず、また、一般顧客向けレンタルが物流合理化等の理由により前年実績を下回る見通しであるなど、

当社を取り巻く経営環境が依然として厳しい状況に置かれていることを踏まえて検討いたしました結

果、平成25年８月６日に公表いたしました業績予想からの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）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

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
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該当事項はありません。 

  

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 624,379 519,670

受取手形 20,790 16,299

レンタル未収金 602,755 611,280

売掛金 108,800 98,541

有価証券 10,220 10,223

その他 71,130 68,348

貸倒引当金 △1,298 △1,271

流動資産合計 1,436,779 1,323,092

固定資産   

有形固定資産   

貸与資産   

賃貸用器具（純額） 6,129,407 6,112,711

貸与資産合計 6,129,407 6,112,711

社用資産   

建物（純額） 144,672 139,898

土地 483,126 483,126

その他（純額） 103,525 92,498

社用資産合計 731,325 715,523

有形固定資産合計 6,860,732 6,828,234

無形固定資産 126,777 98,174

投資その他の資産   

投資有価証券 158,195 163,642

その他 73,763 55,963

貸倒引当金 △1,034 △423

投資その他の資産合計 230,923 219,183

固定資産合計 7,218,434 7,145,592

資産合計 8,655,213 8,468,684
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 528,051 790,186

短期借入金 1,030,000 1,030,000

1年内返済予定の長期借入金 757,510 728,130

リース債務 299,677 198,331

未払法人税等 68,321 71,253

引当金 37,418 34,306

その他 136,078 54,724

流動負債合計 2,857,057 2,906,932

固定負債   

長期借入金 1,451,930 1,256,020

リース債務 786,621 689,526

引当金 19,466 20,428

長期未払金 21,062 15,600

資産除去債務 32,104 31,191

固定負債合計 2,311,184 2,012,765

負債合計 5,168,242 4,919,698

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 2,235,064 2,293,068

自己株式 △17,182 △17,182

株主資本合計 3,472,291 3,530,295

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14,679 18,690

評価・換算差額等合計 14,679 18,690

純資産合計 3,486,971 3,548,986

負債純資産合計 8,655,213 8,468,684

平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

- 6 -



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 2,884,912 2,862,225

売上原価 2,276,642 2,229,188

売上総利益 608,269 633,036

割賦販売未実現利益繰入額 1,178 5,760

割賦販売未実現利益戻入額 2,723 2,533

差引売上総利益 609,814 629,809

販売費及び一般管理費 458,753 449,156

営業利益 151,061 180,652

営業外収益   

受取利息 20 20

受取配当金 1,774 1,820

紛失補償金 50,366 41,366

その他 3,290 8,032

営業外収益合計 55,452 51,239

営業外費用   

支払利息 32,318 31,248

営業外費用合計 32,318 31,248

経常利益 174,195 200,643

特別損失   

投資有価証券評価損 13,668 －

特別損失合計 13,668 －

税引前四半期純利益 160,527 200,643

法人税、住民税及び事業税 68,875 66,555

法人税等調整額 8,812 17,161

法人税等合計 77,687 83,717

四半期純利益 82,839 116,925
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 160,527 200,643

減価償却費 1,025,207 922,397

賞与引当金の増減額（△は減少） △36 △3,112

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△2,362 962

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,445 △639

受取利息及び受取配当金 △1,795 △1,840

支払利息 32,318 31,248

投資有価証券評価損益（△は益） 13,668 －

固定資産除却損 34,561 44,298

売上債権の増減額（△は増加） △11,813 6,975

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,496 △1,814

仕入債務の増減額（△は減少） △16,840 414

未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） 40,786 △43,156

その他 △18,585 △45,245

小計 1,250,695 1,111,132

利息及び配当金の受取額 1,790 1,833

利息の支払額 △32,620 △30,906

法人税等の支払額 △155,791 △58,985

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,064,073 1,023,075

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 △517 △500

有形固定資産の取得による支出 △1,025,323 △635,583

無形固定資産の取得による支出 △12,200 －

その他 △2,083 △9,044

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,040,124 △645,128

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 5,080,000 3,780,000

短期借入金の返済による支出 △4,930,000 △3,780,000

長期借入れによる収入 600,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △449,350 △425,290

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △116,626 △198,441

配当金の支払額 △58,921 △58,921

財務活動によるキャッシュ・フロー 125,102 △482,652

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） 149,051 △104,706

現金及び現金同等物の期首残高 187,052 485,704

現金及び現金同等物の四半期末残高 336,104 380,997
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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）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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