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1. 平成26年3月期第3四半期の業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 4,344 0.2 280 15.2 348 21.1 205 38.8
25年3月期第3四半期 4,335 4.1 243 △21.2 288 △16.6 148 △11.2

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3四半期 24.43 ―
25年3月期第3四半期 17.60 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 8,789 3,637 41.4
25年3月期 8,655 3,486 40.3
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 3,637百万円 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 ： 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 5,780 0.2 340 0.4 400 △2.5 220 △7.1 26.14



(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
②①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3Q 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3Q 82,789 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3Q 8,417,211 株 25年3月期3Q 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３四半期累計期間における我が国の経済は、安倍政権の経済戦略が功を奏して景気の回復傾向が

鮮明となっております。海外経済の緩やかな回復と円安を背景として輸出が徐々に増加しており、ま

た、企業収益の改善に伴い、減少基調にあった設備投資も持ち直しの動きを見せております。さらに、

平成26年４月に実施される消費増税を前に、価格の先高観を見越した個人消費の駆け込み需要の動きも

出てきております。  

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。また、第２四半期まで低迷していた一般顧客向けレンタルも需要が上向きつつあり、販売売上

高も好調を維持したことから、当第３四半期累計期間の売上高総額は43億44百万円（前年同四半期比

0.2％増）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40億63百万円（前年同四半期比0.7％減）となりました。  

この結果、営業利益２億80百万円（前年同四半期比15.2％増）、経常利益３億48百万円（前年同四半

期比21.1％増）、四半期純利益２億５百万円（前年同四半期比38.8％増）となりました。  

  

  

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１億34百万円増加し、87億89百万円となり

ました。 

現金及び預金ほか流動資産が３百万円、リース債務ほか固定負債が１億64百万円減少し、貸与資産ほ

か固定資産が１億37百万円、買掛金ほか流動負債が１億48百万円増加いたしました。また、純資産は前

事業年度末に比べ１億50百万円増加の36億37百万円となり、自己資本比率は41.4％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回復基調にあるものの、新規

レンタル案件が一部成約までに至らず、また、一般顧客向けレンタルも需要の本格的な回復時期の遅れ

から貸出数量が減少したこと等から、平成25年８月６日に公表いたしました業績予想数値から売上高、

営業利益を下方修正いたしました。しかしながら、紛失補償金が発生したため、経常利益、当期純利益

については上方修正いたしました。 

  

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３四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 624,379 591,004

受取手形 20,790 21,541

レンタル未収金 602,755 624,471

売掛金 108,800 78,814

有価証券 10,220 10,224

その他 71,130 108,884

貸倒引当金 △1,298 △1,354

流動資産合計 1,436,779 1,433,586

固定資産   

有形固定資産   

貸与資産   

賃貸用器具（純額） 6,129,407 6,299,145

貸与資産合計 6,129,407 6,299,145

社用資産   

建物（純額） 144,672 136,926

土地 483,126 483,126

その他（純額） 103,525 85,348

社用資産合計 731,325 705,402

有形固定資産合計 6,860,732 7,004,547

無形固定資産 126,777 83,382

投資その他の資産   

投資有価証券 158,195 212,855

その他 73,763 55,788

貸倒引当金 △1,034 △423

投資その他の資産合計 230,923 268,220

固定資産合計 7,218,434 7,356,150

資産合計 8,655,213 8,789,737

日本パレットプール㈱　平成２６年３月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

- 5 -



（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 528,051 873,256

短期借入金 1,030,000 1,030,000

1年内返済予定の長期借入金 757,510 745,420

リース債務 299,677 203,162

未払法人税等 68,321 41,939

引当金 37,418 16,196

その他 136,078 95,644

流動負債合計 2,857,057 3,005,619

固定負債   

長期借入金 1,451,930 1,442,170

リース債務 786,621 640,479

引当金 19,466 16,696

長期未払金 21,062 15,600

資産除去債務 32,104 31,917

固定負債合計 2,311,184 2,146,863

負債合計 5,168,242 5,152,482

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 2,381,758

自己株式 △17,182 △17,332

株主資本合計 3,472,291 3,618,836

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14,679 18,417

評価・換算差額等合計 14,679 18,417

純資産合計 3,486,971 3,637,254

負債純資産合計 8,655,213 8,789,737
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 4,335,991 4,344,045

売上原価 3,418,263 3,392,632

売上総利益 917,727 951,412

割賦販売未実現利益繰入額 1,619 6,034

割賦販売未実現利益戻入額 4,044 3,676

差引売上総利益 920,152 949,054

販売費及び一般管理費 676,234 668,143

営業利益 243,918 280,911

営業外収益   

受取利息 29 29

受取配当金 3,071 3,242

紛失補償金 86,555 97,690

その他 4,677 12,540

営業外収益合計 94,333 113,502

営業外費用   

支払利息 50,134 45,440

営業外費用合計 50,134 45,440

経常利益 288,116 348,974

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 －

特別損失合計 14,132 －

税引前四半期純利益 274,011 348,974

法人税、住民税及び事業税 104,931 115,237

法人税等調整額 20,961 28,120

法人税等合計 125,893 143,358

四半期純利益 148,118 205,615
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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）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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