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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

営業収益 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 ％

24年3月期第1四半期 8,646 5.0 619 2.6 608 2.7 334 69.3
23年3月期第1四半期 8,238 3.7 603 △5.7 592 △3.7 197 △47.2

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 487百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △357百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 11.01 ―

23年3月期第1四半期 6.50 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 75,996 35,502 46.5
23年3月期 76,271 35,228 46.0

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  35,333百万円 23年3月期  35,064百万円

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

23年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 7.00 ― 7.00 14.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

営業収益 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

第2四半期(累計) 16,800 0.8 1,100 △8.0 1,050 △6.2 550 96.5 18.10
通期 34,200 1.7 2,400 3.5 2,300 3.5 1,250 30.5 41.20



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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は終了していません。 

※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、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、四半期
決算短信（添付資料）2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 24年3月期1Q 30,360,000 株 23年3月期 30,360,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 11,851 株 23年3月期 11,851 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 30,348,149 株 23年3月期1Q 30,348,159 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

        当第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年６月30日）におけるわが国経済は、東日本大震災の影

   響により、生産活動は回復しつつあるものの、電力供給の制約や原子力災害の影響が残り、また原油価格の上昇な

   どから依然として厳しい状況が続きました。 

       倉庫物流業界では、輸入貨物は増加しているものの、輸出貨物の減少や保管残高の伸び悩みの影響等により、ま

   た不動産業界ではオフィス空室率の改善が進まないなど、当社グループの事業環境も厳しい状態で推移しました。

    このような事業環境のなかで当社グループは、物流事業ではお客様の物流アウトソーシングニーズを積極的に開

   拓する営業を展開し収益増加に努め、不動産事業では既存施設の稼働率維持・向上に努めました。 

    当第１四半期連結累計期間における当社グループの業績は、以下に記載の通り物流事業での増収効果により、営

   業収益は前年同期比408百万円増（5.0%増）の8,646百万円、営業利益は前年同期比15百万円増（2.6%増）の619百 

   万円となりました。経常利益は前年同期比15百万円増（2.7%増）の608百万円、四半期純利益は特別損失が減少し 

   たことにより、前年同期比136百万円増（69.3%増）の334百万円となりました。 

    セグメントの業績は、次の通りであります。 

    物流事業では、輸出入取扱の増加や倉庫における荷動きが全般的に好調に推移したことにより国際貨物取扱料や

   倉庫作業料を中心に増収増益となりました。その結果、物流事業の営業収益は前年同期比449百万円増（6.5%増） 

   の7,340百万円、セグメント利益は前年同期比42百万円増（7.5%増）の609百万円となりました。 

    不動産事業では、賃料水準や一部施設の稼働率の低下等が減収要因となりました。その結果、不動産事業の営業

   収益は前年同期比45百万円減（3.1%減）の1,409百万円、セグメント利益は前年同期比35百万円減（6.5%減）の516

   百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結累計期間末の総資産は、投資有価証券の時価評価が増加しましたが、有形固定資産の減価償却

による減少により、前連結会計年度末に比べ275百万円減の75,996百万円となりました。 

負債については、主に長期借入金、未払法人税等の減少により前連結会計年度末に比べ549百万円減の40,493百

万円となりました。 

純資産については、利益剰余金及びその他有価証券評価差額金の増加により前連結会計年度末に比べ274百万円

増の35,502百万円となりました。以上の結果により自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.5ポイント増の

46.5％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

  当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ85百万円減の2,741百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益や減価償却費の資金留保等により510百万円

の資金増加となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動によるキャッシュ・フローは、主に固定資産の取得により122百万円の資金支出となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済や配当金の支払により476百万円の資金支出となりま

した。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間の当社グループ業績は、概ね計画通り推移しております。従って、連結業績予想につ

いては、平成23年５月11日発表の第２四半期連結累計期間及び通期業績予想を変更しておりません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結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。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 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（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,847 2,761

受取手形及び営業未収金 4,189 4,436

繰延税金資産 320 184

その他 290 340

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 7,644 7,719

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 30,513 30,097

機械装置及び運搬具（純額） 560 520

工具、器具及び備品（純額） 557 524

土地 20,029 20,029

建設仮勘定 6 6

有形固定資産合計 51,667 51,178

無形固定資産   

借地権 737 737

その他 493 435

無形固定資産合計 1,231 1,173

投資その他の資産   

投資有価証券 13,725 13,929

繰延税金資産 530 528

その他 1,495 1,488

貸倒引当金 △21 △22

投資その他の資産合計 15,728 15,925

固定資産合計 68,627 68,276

資産合計 76,271 75,996

負債の部   

流動負債   

営業未払金 1,942 2,003

短期借入金 4,470 5,108

1年内返済予定の長期借入金 7,235 7,224

未払法人税等 416 106

未払費用 761 528

その他 901 1,021

流動負債合計 15,727 15,991

固定負債   

長期借入金 15,040 14,143

繰延税金負債 4,190 4,289



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

退職給付引当金 1,578 1,598

長期預り敷金保証金 3,934 3,920

その他 572 549

固定負債合計 25,316 24,502

負債合計 41,043 40,493

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,602 3,602

資本剰余金 2,790 2,790

利益剰余金 22,781 22,903

自己株式 △5 △5

株主資本合計 29,168 29,290

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,918 6,061

為替換算調整勘定 △21 △18

その他の包括利益累計額合計 5,896 6,042

少数株主持分 163 169

純資産合計 35,228 35,502

負債純資産合計 76,271 75,996



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

営業収益   

保管料 1,385 1,393

倉庫作業料 1,268 1,427

陸運料 2,076 2,128

国際貨物取扱料 1,365 1,598

物流賃貸料 373 387

不動産賃貸料 1,155 1,081

その他 612 630

営業収益 8,238 8,646

営業原価   

作業費 3,445 3,763

人件費 1,380 1,399

賃借料 400 427

租税公課 216 216

減価償却費 570 541

その他 927 987

営業原価 6,940 7,336

営業総利益 1,297 1,309

販売費及び一般管理費   

報酬及び給料手当 335 336

福利厚生費 43 44

退職給付費用 11 12

減価償却費 75 74

支払手数料 85 82

租税公課 14 15

その他 127 123

販売費及び一般管理費合計 693 689

営業利益 603 619

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 73 77

雑収入 16 5

営業外収益合計 90 83

営業外費用   

支払利息 99 94

雑支出 2 0

営業外費用合計 102 94

経常利益 592 608



（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失   

固定資産廃棄損 16 17

投資有価証券売却損 － 8

投資有価証券評価損 83 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 98 －

特別損失合計 198 26

税金等調整前四半期純利益 394 582

法人税、住民税及び事業税 68 103

法人税等調整額 123 138

法人税等合計 191 242

少数株主損益調整前四半期純利益 202 339

少数株主利益 5 5

四半期純利益 197 334



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 202 339

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △561 143

為替換算調整勘定 1 4

その他の包括利益合計 △559 147

四半期包括利益 △357 487

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △362 480

少数株主に係る四半期包括利益 5 6



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 394 582

減価償却費 646 616

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9 20

受取利息及び受取配当金 △74 △78

支払利息 99 94

固定資産売却損益（△は益） △0 △0

固定資産廃棄損 16 17

投資有価証券売却損益（△は益） － 8

投資有価証券評価損益（△は益） 83 －

売上債権の増減額（△は増加） 9 △244

仕入債務の増減額（△は減少） △113 59

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △27 △13

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 98 －

その他 △235 △136

小計 882 927

利息及び配当金の受取額 74 78

利息の支払額 △95 △88

法人税等の支払額 △520 △406

営業活動によるキャッシュ・フロー 340 510

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △148 △87

有形固定資産の売却による収入 0 0

無形固定資産の取得による支出 △22 △33

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 － 6

その他 △19 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー △190 △122

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 1,100 1,110

短期借入金の返済による支出 △540 △472

長期借入れによる収入 1,300 900

長期借入金の返済による支出 △1,759 △1,807

配当金の支払額 △205 △204

その他 △2 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △107 △476

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 44 △85

現金及び現金同等物の期首残高 2,659 2,827



（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,704 2,741



 該当事項はありません。 

  

 （セグメント情報） 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日）  

報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報  

（注）１．セグメント利益の調整額△514百万円には、セグメント間取引消去△9百万円、各報告セグメント

    に配分していない全社費用△505百万円が含まれております。全社費用は、親会社の総務部門等、 

    管理部門に係る費用であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日）  

報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報  

（注）１．セグメント利益の調整額△505百万円には、セグメント間取引消去△5百万円、各報告セグメント

    に配分していない全社費用△499百万円が含まれております。全社費用は、親会社の総務部門等、

    管理部門に係る費用であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  

 報告セグメント    

調整額  

（注）１ 
（百万円） 

四半期連結 

損益計算書 

計上額  

（注）２ 

（百万円）

物流事業
（百万円）

不動産事業
（百万円）

計
（百万円）

営業収益      

外部顧客に対する営業収益  6,888  1,349  8,238  －  8,238

セグメント間の内部 

営業収益又は振替高 
 2  105  107  △107  －

計  6,891  1,454  8,345  △107  8,238

セグメント利益  566  552  1,118  △514  603

  

 報告セグメント    

調整額  

（注）１ 
（百万円） 

四半期連結 

損益計算書 

計上額  

（注）２ 

（百万円）

物流事業
（百万円）

不動産事業
（百万円）

計
（百万円）

営業収益      

外部顧客に対する営業収益  7,336  1,309  8,646  －  8,646

セグメント間の内部 

営業収益又は振替高 
 3  99  103  △103  －

計  7,340  1,409  8,749  △103  8,646

セグメント利益  609  516  1,125  △505  619

（６）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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