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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）

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 ％

24年3月期第1四半期 20,164 2.6 1,008 6.6 1,136 11.3 673 33.5
23年3月期第1四半期 19,655 8.0 946 41.2 1,020 40.2 504 22.9

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 651百万円 （195.4％） 23年3月期第1四半期 220百万円 （―％）

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 10.40 ―
23年3月期第1四半期 7.76 ―

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 87,829 37,995 42.0
23年3月期 88,498 37,636 41.3
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  36,907百万円 23年3月期  36,569百万円

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 ― 4.00 ― 4.50 8.50
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 4.00 ― 4.50 8.50

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   

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

第2四半期(累計) 39,400 △1.4 1,500 △27.3 1,600 △27.8 1,100 △13.9 17.00
通期 82,000 1.4 3,300 △14.4 3,500 △18.3 2,400 △1.1 37.10



(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  ：  有  
詳細は、２ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(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の対象外でありますが、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おります。 

※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およ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異なる可能性があります。 
なお、業績予想に関する事項につきましては、【添付書類】２ページ「１．（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

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 67,142,417 株 23年3月期 67,142,417 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 2,446,548 株 23年3月期 2,446,140 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 64,696,085 株 23年3月期1Q 64,962,873 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 
（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期の当社グループの業績は、総合物流事業において、倉庫業では、倉庫保管残高な

らびに入出庫にかかる取扱量は前年同期に比べ微減となりましたが、物流加工業務の取扱量は前

年同期に比べ大幅に増加しました。港湾運送業では、四日市港における海上コンテナの取扱量は

前年同期に比べ微減となり、輸出自動車の取扱量も大幅に減少した一方、輸入原料の取扱量は石

炭を中心に大幅に増加しました。陸上運送業では、主力のトラック輸送ならびに環境に優しい物

流として取り組んでいるバルクコンテナ輸送の取扱量は、東日本大震災の影響により、ともに減

少しました。国際複合輸送業では、海上輸送の取扱量は前年同期に比べ微増となりました。この

ような状況により、総合物流事業全体の売上は、前年同期比 2.7％増の 198 億９千８百万円とな

りました。 

その他の事業につきましては、依然として厳しい環境下ではありましたが、業務の効率化や収

支改善に努めました。 

以上の結果、当第１四半期の連結売上高は、前年同期比 2.6％増の 201 億６千４百万円となり

ました。連結経常利益は、前年同期比 11.3％増の 11 億３千６百万円となり、連結四半期純利益

は、前年同期に特別損失として計上した資産除去債務に関する会計基準等の適用による資産除去

債務の計上ならびに投資有価証券評価損が大幅に減少したことなどにより、前年同期比 33.5％増

の６億７千３百万円となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 
総資産は、前連結会計年度末と比べ６億６千８百万円減少し、878 億２千９百万円となりまし

た。純資産は、前連結会計年度末と比べ３億５千８百万円増加し、379 億９千５百万円となりま

した。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 
当第１四半期の業績につきましては、概ね計画通り推移しましたので、平成 23 年６月 15 日に

公表いたしました第２四半期累計期間および通期の業績予想は変更しておりません。 

なお、今後の動向により業績予想の変更が必要な場合には、開示基準に従って速やかに開示い

たします。 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 
（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対

する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を

乗じて計算しております。 
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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 11,887 11,500

受取手形及び営業未収金 12,543 12,408

たな卸資産 96 95

その他 1,930 2,099

貸倒引当金 △16 △16

流動資産合計 26,439 26,087

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 15,219 14,936

土地 29,817 29,819

その他（純額） 3,285 3,223

有形固定資産合計 48,321 47,979

無形固定資産 726 838

投資その他の資産   

投資有価証券 9,500 9,266

その他 3,523 3,672

貸倒引当金 △14 △14

投資その他の資産合計 13,009 12,924

固定資産合計 62,058 61,742

資産合計 88,498 87,829
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 7,504 7,208

短期借入金 3,750 3,650

1年内返済予定の長期借入金 885 844

未払法人税等 704 368

賞与引当金 997 524

その他 2,043 2,427

流動負債合計 15,885 15,025

固定負債   

長期借入金 22,832 22,745

再評価に係る繰延税金負債 5,277 5,277

退職給付引当金 1,665 1,693

役員退職慰労引当金 40 19

長期預り保証金 3,806 3,764

負ののれん 32 27

その他 1,319 1,280

固定負債合計 34,975 34,809

負債合計 50,861 49,834

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,428 8,428

資本剰余金 6,733 6,733

利益剰余金 24,338 24,720

自己株式 △1,014 △1,014

株主資本合計 38,485 38,867

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 266 202

土地再評価差額金 △2,023 △2,023

為替換算調整勘定 △158 △138

その他の包括利益累計額合計 △1,915 △1,959

少数株主持分 1,066 1,088

純資産合計 37,636 37,995

負債純資産合計 88,498 87,829
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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) 

売上高 19,655 20,164

売上原価 17,327 17,892

売上総利益 2,327 2,272

販売費及び一般管理費 1,381 1,263

営業利益 946 1,008

営業外収益   

受取利息 4 4

受取配当金 65 68

持分法による投資利益 101 129

その他 25 33

営業外収益合計 196 236

営業外費用   

支払利息 96 90

その他 26 18

営業外費用合計 122 109

経常利益 1,020 1,136

特別利益   

固定資産処分益 2 3

負ののれん発生益 7 －

その他 1 －

特別利益合計 11 3

特別損失   

固定資産処分損 29 2

投資有価証券評価損 60 1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 46 －

災害による損失 － 16

その他 4 －

特別損失合計 140 20

税金等調整前四半期純利益 891 1,119

法人税等 368 429

少数株主損益調整前四半期純利益 522 690

少数株主利益 18 17

四半期純利益 504 673
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 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 522 690

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △338 △66

為替換算調整勘定 36 27

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △0

その他の包括利益合計 △302 △38

四半期包括利益 220 651

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 190 628

少数株主に係る四半期包括利益 30 23
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（３）継続企業の前提に関する注記 
該当事項はありません。 

 

（４）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。 

 

（５）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）お

よび「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。 
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