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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 5,836 8.5 144 ― 151 ― 89 59.8
23年3月期第1四半期 5,379 6.0 △1 ― 9 ― 56 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 75百万円 （375.9％） 23年3月期第1四半期 15百万円 （―％）

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 11.82 ―
23年3月期第1四半期 7.40 ―

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 23,092 15,350 65.9
23年3月期 23,005 15,321 66.0
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  15,208百万円 23年3月期  15,184百万円

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 ― 6.00 10.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 4.00 ― 6.00 10.00

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) 11,100 2.5 200 332.1 190 219.5 100 21.4 13.15
通期 22,400 3.0 380 143.7 370 124.3 200 108.3 26.30



(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
四半期報告書のレビュー手続を実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づき作成したものであり、リスクや不確定な要素を含んでおりますので、実際の業績
は業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
 なお、上記予想に関する事項は添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（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   ：  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 8,258,322 株 23年3月期 8,258,322 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 653,708 株 23年3月期 653,708 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 7,604,614 株 23年3月期1Q 7,605,335 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大手メーカー部門の減産等の深刻

な影響が出ましたが、サプライチェーンの復旧や、個人消費の持ち直しの兆しが出てきている一方、米国の景気回

復の遅れや欧州の財政危機の影響等による円高基調が続いており、依然として厳しい状況で推移しております。 

 物流業界におきましても、輸出入貨物は回復傾向にありますが、物流の合理化、高品質化への要求がますます強

まり、これら顧客ニーズに迅速に対応していくことが求められており、大変厳しい経営環境が続いております。 

 このような状況のもと、当社グループは、北関東物流の構築、輸配送業務の強化、ＮＶＯＣＣ業務の強化等に積

極的に取り組んでまいりました。昨年下期から輸入貨物の取扱い及び神戸港での港湾運送業務の貨物取扱いが回復

したこと、神戸地区での国内運送取扱業務が前年同期に比べ増加したことにより業績は堅調に推移いたしました。

 この結果、当第１四半期連結累計期間の営業収益は前年同期比8.5％増加の5,836百万円、営業利益は144百万円

（前年同期は営業損失１百万円）、経常利益は前年同期比141百万円増加の151百万円、四半期純利益は前年同期比

59.8％増加の89百万円となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

   ①国内物流事業 

     国内物流事業においては、前年同期に比べ貨物取扱高の増加及び輸入貨物が増加したことにより倉庫業務等の

国内物流事業は堅調に推移いたしました。 

     この結果、営業収益は前年同期比9.1％増加の4,960百万円、セグメント利益は前年同期比94.8％増加の256百

万円となりました。 

   ②国際物流事業 

     国際物流事業においては、輸出貨物の減少、円高による影響もありましたが、輸入貨物が増加したことによ

り、堅調に推移いたしました。 

     この結果、営業収益は前年同期比3.6％増加の833百万円、セグメント利益は前年同期比81.0％増加の46百万円

となりました。 

  

     なお、不動産の賃貸事業及び物流資材の販売事業等のその他事業は、営業収益は前年同期比54.2％増加の47百

万円、セグメント利益は前年同期比41.0％増加の10百万円となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、減価償却により「有形固定資産」及び「無形固定資産」は減少しまし

たが、「有価証券」の増加等により、前連結会計年度末に比べ86百万円増加し23,092百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、「短期借入金」の増加等により、前連結会計年度末に比べ56百万円

増加し7,741百万円となり、また、当第１四半期連結会計期間末の純資産は、「利益剰余金」の増加等により、前

連結会計年度末に比べ29百万円増加し15,350百万円となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月18日に公表しました業績予想に変更はありません。 

  

（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。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 3,754,259 3,369,062

受取手形及び営業未収入金 3,182,920 3,366,160

有価証券 999,783 1,499,941

繰延税金資産 152,816 99,620

その他 374,834 412,342

貸倒引当金 △7,211 △6,099

流動資産合計 8,457,401 8,741,027

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,252,622 6,164,085

機械装置及び運搬具（純額） 358,730 333,543

工具、器具及び備品（純額） 70,287 65,007

土地 2,971,108 2,971,108

リース資産（純額） 24,056 21,775

建設仮勘定 709,676 709,703

有形固定資産合計 10,386,482 10,265,224

無形固定資産   

港湾等施設利用権 1,484,324 1,484,324

その他 478,274 450,029

無形固定資産合計 1,962,598 1,934,353

投資その他の資産   

投資有価証券 981,935 933,714

長期貸付金 200,205 198,552

差入保証金 921,339 921,192

繰延税金資産 22,503 25,178

その他 80,383 80,132

貸倒引当金 △7,239 △7,238

投資その他の資産合計 2,199,129 2,151,531

固定資産合計 14,548,211 14,351,109

資産合計 23,005,613 23,092,137



（単位：千円）

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 1,914,668 2,024,048

短期借入金 710,249 1,051,572

未払法人税等 36,130 15,163

賞与引当金 211,399 110,789

役員賞与引当金 2,100 570

その他 511,601 399,143

流動負債合計 3,386,150 3,601,286

固定負債   

長期借入金 2,847,214 2,706,428

繰延税金負債 332,055 309,494

退職給付引当金 890,321 912,602

その他 228,715 211,410

固定負債合計 4,298,306 4,139,935

負債合計 7,684,456 7,741,222

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,108,000 2,108,000

資本剰余金 1,862,230 1,862,230

利益剰余金 11,720,519 11,764,816

自己株式 △585,825 △585,825

株主資本合計 15,104,925 15,149,221

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 125,881 96,496

為替換算調整勘定 △46,057 △36,805

その他の包括利益累計額合計 79,824 59,690

少数株主持分 136,407 142,002

純資産合計 15,321,156 15,350,915

負債純資産合計 23,005,613 23,092,137



（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：千円）

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 5,379,222 5,836,605

営業原価 4,942,012 5,254,060

営業総利益 437,209 582,545

販売費及び一般管理費 438,694 438,079

営業利益又は営業損失（△） △1,485 144,466

営業外収益   

受取利息 1,632 2,476

受取配当金 9,437 12,074

不動産賃貸料 6,452 5,645

その他 3,440 3,469

営業外収益合計 20,963 23,666

営業外費用   

支払利息 7,515 14,433

為替差損 1,982 2,238

営業外費用合計 9,498 16,671

経常利益 9,980 151,461

特別利益   

固定資産売却益 95,414 878

特別利益合計 95,414 878

特別損失   

固定資産除却損 1,875 1

その他 24 1

特別損失合計 1,900 3

税金等調整前四半期純利益 103,494 152,336

法人税、住民税及び事業税 6,782 10,249

法人税等調整額 37,754 47,511

法人税等合計 44,536 57,760

少数株主損益調整前四半期純利益 58,957 94,575

少数株主利益 2,668 4,651

四半期純利益 56,289 89,924



（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：千円）

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 58,957 94,575

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △50,888 △29,385

為替換算調整勘定 7,874 10,684

その他の包括利益合計 △43,013 △18,700

四半期包括利益 15,944 75,875

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 10,489 69,790

少数株主に係る四半期包括利益 5,454 6,084



 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） 

１．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 

（単位：千円）

（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、不動産の賃貸事業及び物流資材の

販売事業等を含んでおります。 

   ２．セグメント利益の調整額△165,800千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△166,044千円及び

その他の調整額244千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であり

ます。 

   ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失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） 

１．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 

（単位：千円）

（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、不動産の賃貸事業及び物流資材の

販売事業等を含んでおります。 

   ２．セグメント利益の調整額△168,307円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△168,440千円及びそ

の他の調整額133千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費でありま

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。 

   

 該当事項はありません。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  
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 国際物流 計 

 営業収益 

 外部顧客への営業収益  4,547,771  804,579  5,352,351  26,870  5,379,222  －  5,379,222

 セグメント間の内部売上高

 又は振替高 
 －  －  －  4,111  4,111  △4,111  －

計  4,547,771  804,579  5,352,351  30,982  5,383,334  △4,111  5,379,222

 セグメント利益又は損失

（△） 
 131,477  25,736  157,213  7,101  164,315  △165,800  △1,485

  
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 国際物流 計 

 営業収益 

 外部顧客への営業収益  4,960,143  833,417  5,793,561  43,044  5,836,605  －  5,836,605

 セグメント間の内部売上高

 又は振替高 
 －  －  －  4,716  4,716  △4,716  －

計  4,960,143  833,417  5,793,561  47,760  5,841,322  △4,716  5,836,605

 セグメント利益  256,170  46,590  302,761  10,013  312,774  △168,307  144,466

（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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