
　2020年11月６日

上 場 会 社 名 日本パレットプール株式会社 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 ４６９０ URL https://www.npp-web.co.jp

代　　表　　者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)辻　　幸則

問合せ先責任者 (役職名)財務部長 (氏名)曽我　智樹 (TEL)06(6373)3231

四半期報告書提出予定日 2020年11月11日 配当支払開始予定日 　　　　　―

(百万円未満切捨て)

（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２四半期 3,493 1.9 385 72.1 458 57.6 299 62.6
2020年３月期第２四半期 3,427 4.9 224 127.8 290 145.0 184 191.1

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

2021年３月期第２四半期 356.16 ―

2020年３月期第２四半期 219.07 ―

（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２四半期 10,425 4,731 45.4

2020年３月期 10,338 4,475 43.3

(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 4,731 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 ― 0.00

2021年３月期(予想) ― 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 7,013 ― 604 16.9 708 6.0 439 0.8 521.78

　2021年３月期　第２四半期決算短信〔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２四半期の業績（2020年４月１日～2020年９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２Ｑ 850,000株 2020年３月期 850,000株

②　期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 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２Ｑ 841,480株 2020年３月期２Ｑ 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３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２四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影響を受けて、個人消費や企業活動

が停滞し、非常に厳しい状況となりました。５月における政府による緊急事態宣言の解除後は経済活動に持ち直し

の気配が見られるものの、国内外で感染者数は増加しており、先行きへの不透明感が続いております。

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、前年同四半期の実績をやや下回りました。一方、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、レンタル需要が堅調に推移したため、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ため、当第２

四半期累計期間の売上高総額は34億93百万円で、前年同四半期比66百万円（1.9％）の増収となりました。

費用面につきましては、パレットのレンタル稼働率の向上に伴い、回送費用等が低減したことに加え、パレット

の回収強化策の実施等により、現有貸与資産の有効活用、運用面での効率化が図られたため、営業費用は31億７百

万円（前年同四半期比3.0％減）となりました。

この結果、営業利益３億85百万円（前年同四半期比72.1％増）、経常利益４億58百万円（前年同四半期比57.6％

増）、四半期純利益２億99百万円（前年同四半期比62.6％増）となりました。

なお、当第２四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２四半期会計期間末の総資産は、104億25百万円で、前事業年度に比べ86百万円増となりました。

流動資産は、16億27百万円で、前事業年度末に比べ35百万円、2.1％減、固定資産は、87億98百万円で、前事業年

度末に比べ１億22百万円、1.4％増となりました。

流動資産減少の主な要因は、売掛金の増加はあったものの、現金及び預金及びレンタル未収金の減少等によるも

のです。

固定資産増加の主な要因は、無形固定資産及び貸与資産の増加等によるものです。

流動負債は、32億38百万円で、前事業年度末に比べ１億50百万円、4.4％減、固定負債は、24億56百万円で、前事

業年度末に比べ18百万円、0.8％減となりました。

流動負債減少の主な要因は、未払消費税（「その他」に含む）、買掛金及び未払法人税等の減少等によるもので

す。

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

当第２四半期会計期間末の純資産は、47億31百万円で、前事業年度末に比べ２億55百万円、5.7％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２四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。

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４億47百万円となったほか、減価償却費12億31百万

円などにより14億40百万円の収入（前年同四半期比6.6％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12億１百万円の支出（前年同四半期比

16.2％減）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出５億69百万円及び割賦債務の返済による支

出１億49百万円などにより、２億78百万円の支出（前年同四半期は75百万円の収入）となりました。
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（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

直近の業績の進捗を踏まえ、通期の業績予想の見直しを行った結果、2020年８月６日に公表しました2021年３月

期の通期の業績予想を修正しております。

　　　詳細につきましては、2020年11月２日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 737,669 698,287

受取手形 17,749 15,243

レンタル未収金 763,565 742,446

売掛金 100,409 123,868

その他 47,403 51,735

貸倒引当金 △4,336 △4,329

流動資産合計 1,662,460 1,627,251

固定資産

有形固定資産

貸与資産

賃貸用器具（純額） 7,633,103 7,691,543

貸与資産合計 7,633,103 7,691,543

社用資産

建物（純額） 156,515 160,334

土地 483,126 483,126

その他（純額） 111,706 110,189

社用資産合計 751,348 753,650

有形固定資産合計 8,384,452 8,445,194

無形固定資産 16,583 80,167

投資その他の資産

投資有価証券 178,431 184,435

その他 110,276 97,294

貸倒引当金 △13,221 △8,418

投資その他の資産合計 275,486 273,312

固定資産合計 8,676,522 8,798,674

資産合計 10,338,983 10,425,926

負債の部

流動負債

買掛金 691,236 650,817

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 1,005,016

未払法人税等 177,606 158,766

引当金 48,863 43,070

その他 442,484 350,352

流動負債合計 3,388,363 3,238,023

固定負債

長期借入金 1,891,680 1,814,992

引当金 19,321 17,299

長期未払金 532,019 591,711

資産除去債務 32,245 32,640

固定負債合計 2,475,266 2,456,643

負債合計 5,863,629 5,694,666

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２四半期会計期間
(2020年９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 3,471,488

自己株式 △17,822 △17,822

株主資本合計 4,467,279 4,708,075

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 8,074 23,183

評価・換算差額等合計 8,074 23,183

純資産合計 4,475,353 4,731,259

負債純資産合計 10,338,983 10,425,926
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(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 3,427,461 3,493,648

売上原価 2,732,557 2,657,909

売上総利益 694,903 835,738

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 4,149 3,134

差引売上総利益 697,942 838,173

販売費及び一般管理費 473,726 452,275

営業利益 224,216 385,898

営業外収益

受取利息 6 6

受取配当金 2,553 2,417

紛失補償金 63,774 68,112

廃棄物処分収入 16,009 16,447

その他 2,177 393

営業外収益合計 84,521 87,377

営業外費用

支払利息 17,779 14,856

営業外費用合計 17,779 14,856

経常利益 290,959 458,419

特別利益

固定資産売却益 1,150 ―

特別利益合計 1,150 ―

特別損失

投資有価証券評価損 5,527 11,281

特別損失合計 5,527 11,281

税引前四半期純利益 286,582 447,138

法人税、住民税及び事業税 105,147 146,318

法人税等調整額 △2,917 1,120

法人税等合計 102,230 147,438

四半期純利益 184,351 299,700

（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間
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(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020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 286,582 447,138

減価償却費 1,319,596 1,231,557

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,781 △5,793

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△
は減少）

153 △2,472

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,465 △4,809

受取利息及び受取配当金 △2,560 △2,424

支払利息 17,779 14,856

投資有価証券評価損益（△は益） 5,527 11,281

固定資産除却損 46,198 40,635

固定資産売却損益（△は益） △1,150 ―

売上債権の増減額（△は増加） 11,403 1,071

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,420 △1,885

仕入債務の増減額（△は減少） △90,908 △18,892

未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） 13,400 △83,300

その他 19,876 △21,987

小計 1,638,565 1,604,973

利息及び配当金の受取額 2,558 2,422

利息の支払額 △17,758 △14,818

法人税等の支払額 △82,032 △152,272

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,541,332 1,440,305

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 △65,000 △55,002

定期預金の払戻による収入 65,000 55,000

投資有価証券の取得による支出 △573 △594

有形固定資産の取得による支出 △1,431,382 △1,160,936

有形固定資産の売却による収入 1,150 ―

無形固定資産の取得による支出 ― △36,082

その他 △3,471 △3,697

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,434,278 △1,201,313

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 4,830,000 4,580,000

短期借入金の返済による支出 △4,830,000 △4,580,000

長期借入れによる収入 1,000,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △664,680 △569,844

割賦債務の返済による支出 △200,759 △149,629

配当金の支払額 △58,907 △58,903

財務活動によるキャッシュ・フロー 75,652 △278,376

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） 182,707 △39,384

現金及び現金同等物の期首残高 418,059 588,761

現金及び現金同等物の四半期末残高 600,766 549,376

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
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（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）

　　　　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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