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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 58,002 9.6 5,798 4.2 6,235 4.1 3,519 8.8
23年3月期第1四半期 52,938 10.9 5,562 22.3 5,991 21.3 3,235 16.9

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 3,361百万円 （50.3％） 23年3月期第1四半期 2,236百万円 （―％）

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 13.65 ―
23年3月期第1四半期 12.32 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期第1四半期 304,660 251,485 82.5 975.20
23年3月期 303,483 250,315 82.5 970.67
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  251,447百万円 23年3月期  250,277百万円

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 ― ― ― 8.50 8.50
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― 9.00 9.00

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) 112,300 4.9 11,200 0.8 11,500 △1.8 6,800 6.0 26.37
通期 230,000 4.7 23,200 5.7 24,100 4.6 14,300 11.2 55.46



(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 

（注）詳細は、添付資料P.3「(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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。 
 なお、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P.2「(3)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   ：  有
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 274,345,675 株 23年3月期 274,345,675 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 16,504,540 株 23年3月期 16,504,375 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 257,841,245 株 23年3月期1Q 262,550,499 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におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により、個人消費の低迷や円高の進行に

加え電力不足による工場の操業短縮・停止による減産を余儀なくされるなど、景気は減速傾向で推移しました。 

 物流業界におきましても、国内物流貨物は震災と減産により一部停滞をきたし、輸入貨物の取扱いは上向きの傾

向にありますが、輸出貨物の取扱い水準は低く、経営環境は厳しい状況が続いております。 

 このような状況下にあって当社グループは、国内外の拠点網を活用することにより、物流のトータル・オーガナ

イザーとして、顧客のニーズを取込んだ「上組デザイン物流」を積極的に営業展開するとともに徹底したコストの

削減に取り組んでまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間における営業収益は前年同期に比べて9.6％増収の 百万円となり、

利益面におきましては、営業原価は営業収益の伸長により増加しましたが、販売費及び一般管理費はコスト管理を

徹底したことにより横ばいとなったため、営業利益は前年同期に比べて4.2％増益の 百万円、経常利益は前

年同期に比べて4.1％増益の 百万円となり、四半期純利益におきましては前年同期に比べて8.8％増益の

百万円となりました。 

  

 セグメント別の事業の状況は次のとおりであります。 

［国内物流事業］ 

 国内物流事業におきましては、東日本大震災の影響により、自動車関連の取扱いが減少しましたが、コンテナ貨

物を中心に穀類、飼料など輸出入貨物の取扱いが増加したことから、国内物流事業部門の営業収益は前年同期に比

べて7.5％増収の490億94百万円、セグメント利益は前年同期に比べて2.6％増益の51億49百万円となりました。 

［国際物流事業］ 

 国際物流事業におきましては、プラント関連の輸出貨物の取扱いが減少したことから、国際物流事業部門の営業

収益は前年同期に比べて1.0％減収の66億41百万円、セグメント利益は前年同期に比べて18.4％減益の1億99百万円

となりました。 

［その他］ 

 その他の事業におきましては、重量貨物運搬部門において低調な取扱いでしたが、建設資材の販売等が堅調なこ

とから、その他の事業部門の営業収益は前年同期に比べて64.9％増収の52億71百万円、セグメント利益は前年同期

に比べて54.1％増益の4億35百万円となりました。 

  

 なお、前年比較に際しては、当第１四半期連結会計期間からの会計方針の変更に係る遡及処理後の数値を用いて

おります。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、「有価証券」が減少したものの、「有形固定資産」が増加した

ことなどにより、前連結会計年度末に比べて11億77百万円増加の 百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、「未払法人税等」並びに「支払手形及び営業未払金」が減少

したものの、流動負債の「その他」に含まれる「未払費用」が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ

て8百万円増加の 百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は、「その他有価証券評価差額金」が減少したものの、当期純利益

による「利益剰余金」が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて11億69百万円増加の 百万

円となりました。この結果、自己資本比率は、82.5％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期の業績は概ね計画どおり推移しており、平成23年５月13日に公表いたしました第２四半期連結累計

期間及び通期の業績予想に変更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

580億2

57億98

62億35

35億19

3,046億60

531億75

2,514億85
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（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 

（受取地代家賃の計上区分の変更） 

 従来、金額的重要性が低く、簡便的な方法として受取地代家賃を営業外収益に計上し、これに係る減価償却費等

を営業原価、販売費及び一般管理費に計上しておりました。当第１四半期連結会計期間より、従業員の負担分とし

て収受する社宅の受取地代家賃は人件費から控除する方法に、その他の貸与先から収受する受取地代家賃は営業収

益に計上する方法に変更しました。 

 この変更は当該金額が増加傾向にあることから、損益区分をより適正に表示するために行ったものであります。

 なお、当該会計方針の変更は遡及適用され、前第１四半期連結累計期間については遡及適用後の四半期連結財務

諸表となっております。 

 この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第１四半期連結累計期間の営業利益は 百万円増加しておりますが、

経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

66
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３．四半期連結財務諸表 
（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 16,637 16,534

受取手形及び営業未収入金 42,185 42,229

有価証券 16,199 9,999

たな卸資産 1,550 1,470

その他 17,512 17,576

貸倒引当金 △66 △65

流動資産合計 94,019 87,745

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 93,641 94,366

土地 67,671 74,196

その他（純額） 14,729 15,109

有形固定資産合計 176,041 183,673

無形固定資産 6,560 6,513

投資その他の資産   

投資有価証券 17,876 17,660

その他 9,235 9,316

貸倒引当金 △251 △249

投資その他の資産合計 26,860 26,728

固定資産合計 209,463 216,915

資産合計 303,483 304,660

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 24,683 24,337

未払法人税等 5,555 3,074

賞与引当金 188 266

災害損失引当金 530 522

その他 9,753 12,819

流動負債合計 40,711 41,018

固定負債   

退職給付引当金 11,436 11,398

役員退職慰労引当金 29 30

船舶特別修繕引当金 3 3

その他 986 723

固定負債合計 12,455 12,156

負債合計 53,167 53,175
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,642 31,642

資本剰余金 26,854 26,854

利益剰余金 201,986 203,314

自己株式 △11,371 △11,371

株主資本合計 249,111 250,439

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,555 1,355

為替換算調整勘定 △390 △347

その他の包括利益累計額合計 1,165 1,007

少数株主持分 38 37

純資産合計 250,315 251,485

負債純資産合計 303,483 304,660
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（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 52,938 58,002

営業原価 43,599 48,426

営業総利益 9,339 9,575

販売費及び一般管理費 3,777 3,777

営業利益 5,562 5,798

営業外収益   

受取利息 35 44

受取配当金 153 219

持分法による投資利益 28 38

その他 213 138

営業外収益合計 430 441

営業外費用   

雑支出 0 4

営業外費用合計 0 4

経常利益 5,991 6,235

特別利益   

固定資産売却益 38 3

特別利益合計 38 3

特別損失   

固定資産除売却損 298 48

投資有価証券評価損 118 51

投資有価証券売却損 － 11

特別損失合計 417 110

税金等調整前四半期純利益 5,612 6,128

法人税、住民税及び事業税 2,282 2,637

法人税等調整額 95 △29

法人税等合計 2,377 2,608

少数株主損益調整前四半期純利益 3,235 3,520

少数株主利益 0 0

四半期純利益 3,235 3,519

㈱上組（9364）　平成24年３月期 第１四半期決算短信

-6-



（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 3,235 3,520

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △967 △200

為替換算調整勘定 29 33

持分法適用会社に対する持分相当額 △59 8

その他の包括利益合計 △998 △158

四半期包括利益 2,236 3,361

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,237 3,361

少数株主に係る四半期包括利益 △1 0
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 該当事項はありません。 

  

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） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、重量建設機工事業及

び不動産賃貸事業等を含んでおります。 

２ セグメント利益の調整額 百万円は連結消去に係る決算調整額です。 

３ 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。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

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） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、重量建設機工事業及

び不動産賃貸事業等を含んでおります。 

２ セグメント利益の調整額 百万円は連結消去に係る決算調整額です。 

３ 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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

国内物流 
事業 

国際物流 
事業 

計 

営業収益    

外部顧客への営業収益  44,086  6,145  50,231  2,706  52,938  －  52,938

セグメント間の内部 

営業収益又は振替高 
 1,601  562  2,163  490  2,654  △2,654  －

計  45,688  6,707  52,395  3,197  55,593  △2,654  52,938

セグメント利益  5,017  243  5,261  282  5,543  18  5,562

18

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

国内物流 
事業 

国際物流 
事業 

計 

営業収益    

外部顧客への営業収益  47,207  6,106  53,313  4,688  58,002  －  58,002

セグメント間の内部 

営業収益又は振替高 
 1,887  535  2,422  582  3,004  △3,004  －

計  49,094  6,641  55,736  5,271  61,007  △3,004  58,002

セグメント利益  5,149  199  5,348  435  5,783  15  5,798

15
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２．報告セグメントの変更等に関する事項 

（事業セグメントの利益の算定方法の重要な変更）  

 ３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項」の「（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変

更・修正再表示 （受取地代家賃の計上区分の変更）」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より、

従業員の負担分として収受する社宅の受取地代家賃は人件費から控除する方法に、その他の貸与先から収受

する受取地代家賃は営業収益に計上する方法に変更しました。 

 この変更により、従来の方法によった場合と比較して、営業収益は「国内物流事業」については 百万

円、「国際物流事業」については 百万円、「その他」については 百万円それぞれ増加し、セグメント利益

は「国内物流事業」については 百万円、「国際物流事業」については 百万円、「その他」については

百万円それぞれ増加しております。 

 なお、「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） １．報告セ

グメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報」は、変更後の方法により記載しております。

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

23
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（５）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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