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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 4,689 △6.4 407 △3.1 364 4.7 208 53.7
23年3月期第2四半期 5,010 △1.6 420 △7.9 348 △2.4 135 △12.2

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 162百万円 （88.1％） 23年3月期第2四半期 86百万円 （―％）

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2四半期 13.19 ―
23年3月期第2四半期 8.58 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 18,551 8,022 43.2
23年3月期 19,070 7,908 41.4
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  8,015百万円 23年3月期  7,900百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
24年3月期 ― 3.00
24年3月期（予想） ― 3.00 6.00

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、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   

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

通期 9,530 △2.5 760 △0.7 660 4.3 370 37.0 23.39



(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 
 平成23年5月12日に公表いたしました通期の連結業績予想を修正いたしました。なお、当該予想数値の修正の詳細については、本日平成23年10月27日公表
の「業績予想値と実績値との差異及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
 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。 

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2Q 15,876,010 株 23年3月期 15,876,010 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 60,048 株 23年3月期 58,979 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 15,816,418 株 23年3月期2Q 15,821,644 株
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当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、先の東日本大震災後の停滞から回復途上にあるもの

の、欧州債務危機を背景とした米欧景気の減速や円高・株安の進行などの影響により、先行き不透明な状況

となっております。 

当業界におきましても、荷主企業の生産活動が徐々に増産に転じていることや、夏場の電力不足による影

響が比較的軽微であったことなどから、今後も回復基調が続くものと思われます。しかし、世界経済の減速

による影響は企業収益を圧迫する要因となり、今後も物流に対するコスト意識は一段と厳しくなるものと思

われます。 

このような環境の下、当社グループにおける当第2四半期連結累計期間の営業収益は、46億8千9百万円と

なり、前年同四半期に比べ3億2千1百万円（6.4 ％）の減収となりました。営業原価は38億7千3百万円とな

り、前年同四半期に比べ2億8千8百万円（6.9％）減少し、販売費及び一般管理費は4億8百万円となって、前

年同四半期に比べ1千9百万円（4.5 ％）減少しました。これにより、営業利益は4億7百万円となり、前年同

四半期に比べ1千3百万円（3.1％）の減益となりましたが、営業外損益が受取配当金の増加や支払利息の減

少により増益となりましたので、経常利益は3億6千4百万円となって、前年同四半期に比べ1千6百万円

（4.7％）の増益となりました。特別利益に投資有価証券売却益を2千3百万円、特別損失にゴルフ会員権評

価損を3百万円計上しましたので、当四半期純利益は2億8百万円となり、前年同四半期に比べ7千2百万円

（53.7％）の増益となりました。  

  

セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

  

（倉庫業） 

医療機器や輸入雑貨等の取扱が前年同四半期に比べ減少したことなどにより、保管料、荷役荷捌料、運送

料収入等が減少しました。この結果、外部顧客に対する営業収益は24億2千5百万円となり、前年同四半期に

比べ1億3千8百万円（5.4％）の減収となりました。コスト面では下払作業費用等が減少しましたが、前年同

四半期に比べ2千8百万円の減益となり、6千4百万円のセグメント損失となりました。 

  

（運送業） 

事務所の移転作業や販売促進用品等の取扱が前年同四半期に比べ減少したことなどにより、運送料、作業

料収入が減少しました。この結果、外部顧客に対する営業収益は16億1千8百万円となり、前年同四半期に比

べ1億8千5百万円（10.3％）の減収となりました。しかし、コスト面で運送費用や作業費用、賃借使用料な

どが減少しましたので、前年同四半期に比べ1百万円（2.7％）の増益となり、7千万円のセグメント利益と

なりました。 

  

（不動産賃貸業） 

一部の顧客で賃貸料の改定があり、また貸駐車場の契約数が減少しましたので、外部顧客に対する営業収

益は5億3千8百万円となって、前年同四半期に比べ3百万円（0.7％）の減収となりました。しかし、コスト

面で減価償却費や租税公課が減少しましたので、前年同四半期に比べ3百万円（1.0％）の増益となり、3億8

千1百万円のセグメント利益となりました。 

  

（その他の事業） 

ゴルフ練習場の利用客数が前年同四半期を上回ったことにより、外部顧客に対する営業収益は1億7百万円

となり、前年同四半期に比べ7百万円（7.5％）の増収となりました。コスト面では人件費や減価償却費など

が減少しましたので、前年同四半期に比べ9百万円（100.2％）の増益となり、1千9百万円のセグメント利益

となりました。 

  

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
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当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ5億1千9百万円減少し、185億5千1百

万円となりました。これは、流動資産の現金及び預金が2億7千3百万円、固定資産の建物及び構築物が2億3

千1百万円減少したことなどによります。負債合計は、前連結会計年度末に比べ6億3千3百万円減少し、105

億2千8百万円となりました。これは、流動負債の短期借入金が3億円、固定負債の長期借入金が2億7千1百万

円減少したことなどによります。純資産は、前連結会計年度末に比べ1億1千4百万円増加し、80億2千2百万

円となりました。これは、剰余金の留保により利益剰余金が1億6千1百万円増加したことなどによります。 

この結果、自己資本比率は43.2％となりました。 

  

当第2四半期連結累計期間の業績を勘案し、平成23年5月12日に公表いたしました通期の連結業績予想を修

正いたしました。なお、当該予想数値の修正の詳細については、本日平成23年10月27日公表の「業績予想値

と実績値との差異及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（2）連結財政状態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

2．サマリー情報(その他)に関する事項

（1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（3）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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3．四半期連結財務諸表
（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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,883,581 1,609,986

受取手形及び売掛金 951,117 879,509

有価証券 1,016,925 1,187,239

繰延税金資産 96,990 97,628

その他 73,296 72,881

貸倒引当金 △10,431 △10,189

流動資産合計 4,011,479 3,837,055

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,162,989 6,931,082

機械装置及び運搬具（純額） 292,421 258,854

工具、器具及び備品（純額） 69,662 64,491

土地 4,913,971 4,913,971

リース資産（純額） 47,181 40,728

有形固定資産合計 12,486,226 12,209,128

無形固定資産

借地権 295,290 295,290

その他 20,266 18,107

無形固定資産合計 315,556 313,397

投資その他の資産

投資有価証券 1,817,637 1,759,237

繰延税金資産 100,034 98,218

その他 362,584 356,555

貸倒引当金 △22,747 △21,947

投資その他の資産合計 2,257,508 2,192,064

固定資産合計 15,059,292 14,714,591

資産合計 19,070,771 18,551,647

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 374,421 315,060

短期借入金 300,000 －

1年内償還予定の社債 300,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 1,300,644 1,266,012

未払金 2,961 13,316

リース債務 13,372 13,551

未払法人税等 112,089 171,352

未払消費税等 18,164 31,362

賞与引当金 158,536 153,695

未払費用 201,022 202,482

その他 115,041 101,932

流動負債合計 2,896,254 2,568,764
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

固定負債

社債 200,000 200,000

長期借入金 6,974,844 6,703,262

長期預り金 236,400 236,400

リース債務 36,167 29,213

繰延税金負債 182,948 168,740

退職給付引当金 493,622 477,359

役員退職慰労引当金 109,429 112,411

資産除去債務 32,457 32,648

固定負債合計 8,265,869 7,960,035

負債合計 11,162,123 10,528,800

純資産の部

株主資本

資本金 2,539,731 2,539,731

資本剰余金 2,314,681 2,314,681

利益剰余金 2,826,749 2,987,831

自己株式 △15,912 △16,069

株主資本合計 7,665,249 7,826,174

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 235,598 189,322

その他の包括利益累計額合計 235,598 189,322

新株予約権 7,800 7,350

純資産合計 7,908,648 8,022,847

負債純資産合計 19,070,771 18,551,647
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

営業収益 5,010,375 4,689,343

営業原価 4,161,717 3,873,111

営業総利益 848,658 816,232

販売費及び一般管理費

給料及び手当 222,571 220,849

その他 205,146 187,610

販売費及び一般管理費合計 427,717 408,460

営業利益 420,941 407,772

営業外収益

受取利息 718 689

受取配当金 18,226 19,756

社宅使用料 12,575 11,991

持分法による投資利益 11,570 12,409

その他 11,312 21,223

営業外収益合計 54,403 66,072

営業外費用

支払利息 101,951 92,632

その他 25,378 16,884

営業外費用合計 127,329 109,517

経常利益 348,015 364,327

特別利益

投資有価証券売却益 － 23,692

特別利益合計 － 23,692

特別損失

投資有価証券評価損 35,294 －

ゴルフ会員権評価損 － 3,250

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 27,416 －

特別損失合計 62,711 3,250

税金等調整前四半期純利益 285,303 384,770

法人税、住民税及び事業税 118,939 167,143

法人税等調整額 30,638 9,078

法人税等合計 149,578 176,222

少数株主損益調整前四半期純利益 135,725 208,547

少数株主利益 － －

四半期純利益 135,725 208,547
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 135,725 208,547

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △49,589 △46,268

持分法適用会社に対する持分相当額 121 △6

その他の包括利益合計 △49,468 △46,275

四半期包括利益 86,257 162,271

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 86,257 162,271

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第2四半期連結累計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日） 

該当事項はありません。 

  

前第2四半期連結累計期間(自  平成22年4月1日  至  平成22年9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 

 
(注)1 調整額850,733千円は、セグメント間取引消去額であります。 

  2 セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益に一致しております。 

  

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。 

  

当第2四半期連結累計期間(自  平成23年4月1日  至  平成23年9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 

 
(注)1 調整額883,848千円は、セグメント間取引消去額であります。 

  2 セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益に一致しております。 

  

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。 

  

当第2四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日) 

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

【セグメント情報】

(単位：千円）

報告セグメント
調整額
(注)

四半期連
結損益計
算書計上

額
倉庫業 運送業

不動産
賃貸業

その他の
事業

計

営 業 収 益

 外部顧客に対する営業
収益

2,564,312 1,804,035 542,250 99,777 5,010,375 ― 5,010,375

 セグメント間の内部営
業収益又は振替高

25,060 718,767 83,622 23,283 850,733 △850,733 ―

計 2,589,373 2,522,802 625,873 123,060 5,861,109 △850,733 5,010,375

セグメント利益又は損失
(△)

△35,942 69,044 378,261 9,577 420,941 ― 420,941

(単位：千円）

報告セグメント
調整額
(注)

四半期連
結損益計
算書計上

額
倉庫業 運送業

不動産
賃貸業

その他の
事業

計

営 業 収 益

 外部顧客に対する営業
収益

2,425,313 1,618,141 538,615 107,273 4,689,343 ― 4,689,343

 セグメント間の内部営
業収益又は振替高

24,642 752,504 83,418 23,283 883,848 △883,848 ―

計 2,449,955 2,370,645 622,034 130,556 5,573,192 △883,848 4,689,343

セグメント利益又は損失
(△)

△64,202 70,916 381,890 19,168 407,772 ― 407,772

（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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