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（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 ％

2021年３月期第１四半期 1,719 2.8 199 226.5 251 159.7 170 188.5
2020年３月期第１四半期 1,672 3.3 61 22.2 96 53.3 59 53.5

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

2021年３月期第１四半期 202.92 ―

2020年３月期第１四半期 70.32 ―

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年３月期第１四半期 10,341 4,589 44.4

2020年３月期 10,338 4,475 43.3

(参考)自己資本 2021年３月期第１四半期 4,589 百万円 2020年３月期 4,475 百万円

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

2020年３月期 ― 0.00 ― 70.00 70.00

2021年３月期 ―

2021年３月期(予想) 0.00 ― 70.00 70.00

(％表示は、対前期増減率)

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 7,127 1.6 471 △8.8 530 △20.6 334 △23.3 397.04

2021年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

四半期決算補足説明資料作成の有無　：　無

四半期決算説明会開催の有無　　　　：　無

１．2021年３月期第１四半期の業績（2020年４月１日～2020年６月30日）

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

３．2021年３月期の業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）

(注)　直近に公表されている業績予想からの修正の有無　：　無



（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

　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) 2021年３月期１Ｑ 850,000株 2020年３月期 850,000株

②　期末自己株式数 2021年３月期１Ｑ 8,520株 2020年３月期 8,520株

③　期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期１Ｑ 841,480株 2020年３月期１Ｑ 841,535株

※　注記事項

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（３）発行済株式数（普通株式）

※　四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※　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ますが、新型コロナウイルス感染拡大による影響について、現時点では、その影

響を合理的に見積もることは困難につき、業績予想には織り込んでおりません。そのため、実際の業績は予想数字

と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「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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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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

当第１四半期累計期間における国内経済については、新型コロナウイルスの急速な感染拡大を受けた緊急事態宣

言の発令により、外出自粛の動きが広がったことから、個人消費や企業活動の停滞による景気の減速が顕著となり

ました。経済活動の正常化には時間を要するものとみられ、先行き不透明感が強まっております。

このような経営環境の中で、「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、顧客側の生産縮小等の影響を受けて貸出数量が伸び悩み、前年同四半期の売上高から微増にとどまりました。

その他一般顧客については、顧客側の商品在庫積み増し等の要因により増収基調を持続したため、レンタル売上高

は全体で増加しました。また、その他扱いの売上高合計も前年同四半期の実績を上回ったことで、当第１四半期累

計期間の売上高総額は17億19百万円で、前年同四半期比46百万円（2.8％）の増収となりました。

費用面につきましては、パレット等のレンタル稼働率の向上とともに、パレットの回収強化による、現有貸与資

産の有効活用、運用面での効率化を推進したことにより、営業費用は15億19百万円（前年同四半期比5.7％減）とな

りました。

この結果、営業利益１億99百万円（前年同四半期比226.5％増）、経常利益２億51百万円（前年同四半期比

159.7％増）、四半期純利益１億70百万円（前年同四半期比188.5％増）となりました。

なお、当第１四半期累計期間の経営成績において、新型コロナウイルス感染症による影響は軽微にとどまりまし

た。

（２）財政状態に関する説明

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、103億41百万円で、前事業年度に比べ２百万円増となりました。

流動資産は、15億78百万円で、前事業年度末に比べ83百万円、5.0％減、固定資産は、87億63百万円で、前事業年

度末に比べ86百万円、1.0％増となりました。

流動資産減少の主な要因は、レンタル未収金、現金及び預金の減少等によるものです。

固定資産増加の主な要因は、貸与資産、無形固定資産及び社用資産の増加等によるものです。

流動負債は、31億57百万円で、前事業年度末に比べ２億30百万円、6.8％減、固定負債は、25億94百万円で、前事

業年度末に比べ１億19百万円、4.8％増となりました。

流動負債の減少の主な要因は、１年内返済予定の長期借入金の増加はあったものの、買掛金、未払法人税等及び

未払金（「その他」に含む）の減少等によるものです。

固定負債増加の主な要因は、長期未払金の減少はあったものの、長期借入金の増加等によるものです。

当第１四半期会計期間末の純資産は、45億89百万円で、前事業年度末に比べ１億13百万円、2.5％増となりまし

た。これは、利益剰余金が増加したことによるものです。

なお、当第１四半期累計期間の財政状態において、新型コロナウイルス感染症による影響は軽微にとどまりまし

た。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　　　2020年５月８日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第１四半期会計期間
(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 737,669 701,835

受取手形 17,749 16,420

レンタル未収金 763,565 725,913

売掛金 100,409 85,441

その他 47,403 53,051

貸倒引当金 △4,336 △4,052

流動資産合計 1,662,460 1,578,609

固定資産

有形固定資産

貸与資産

賃貸用器具（純額） 7,633,103 7,677,902

貸与資産合計 7,633,103 7,677,902

社用資産

建物（純額） 156,515 162,458

土地 483,126 483,126

その他（純額） 111,706 122,139

社用資産合計 751,348 767,725

有形固定資産合計 8,384,452 8,445,628

無形固定資産 16,583 47,314

投資その他の資産

投資有価証券 178,431 181,346

その他 110,276 99,180

貸倒引当金 △13,221 △10,312

投資その他の資産合計 275,486 270,214

固定資産合計 8,676,522 8,763,156

資産合計 10,338,983 10,341,765

負債の部

流動負債

買掛金 691,236 651,109

短期借入金 1,030,000 1,030,000

1年内返済予定の長期借入金 998,172 1,038,116

未払法人税等 177,606 79,481

引当金 48,863 51,311

その他 442,484 307,764

流動負債合計 3,388,363 3,157,781

固定負債

長期借入金 1,891,680 2,060,026

引当金 19,321 20,233

長期未払金 532,019 482,193

資産除去債務 32,245 32,246

固定負債合計 2,475,266 2,594,698

負債合計 5,863,629 5,752,480

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第１四半期会計期間
(2020年６月30日)

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 3,230,691 3,342,541

自己株式 △17,822 △17,822

株主資本合計 4,467,279 4,579,129

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 8,074 10,156

評価・換算差額等合計 8,074 10,156

純資産合計 4,475,353 4,589,285

負債純資産合計 10,338,983 10,341,765
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(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

売上高 1,672,836 1,719,372

売上原価 1,373,692 1,297,591

売上総利益 299,143 421,780

割賦販売未実現利益繰入額 1,110 699

割賦販売未実現利益戻入額 1,938 1,605

差引売上総利益 299,971 422,687

販売費及び一般管理費 238,754 222,803

営業利益 61,216 199,884

営業外収益

受取利息 3 3

受取配当金 2,265 2,176

紛失補償金 33,491 47,263

廃棄物処分収入 8,018 6,190

その他 114 3,353

営業外収益合計 43,893 58,987

営業外費用

支払利息 8,249 7,297

営業外費用合計 8,249 7,297

経常利益 96,860 251,573

税引前四半期純利益 96,860 251,573

法人税、住民税及び事業税 39,844 73,371

法人税等調整額 △2,162 7,448

法人税等合計 37,681 80,820

四半期純利益 59,178 170,753

（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間
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（３）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）

　　　 　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

         該当事項はありません。

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

         該当事項はありません。

（会計方針の変更）

 　　　該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更）

 　　　該当事項はありません。

（修正再表示）

　　　 該当事項はありません。
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３．その他

継続企業の前提に関する重要事象等

 　　 該当事項はありません。
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