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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）

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2四半期 4,702 9.2 121 △12.9 115 △13.1 62 △17.7

23年3月期第2四半期 4,304 0.9 139 103.5 132 130.5 75 60.1

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 60百万円 （△13.6％） 23年3月期第2四半期 70百万円 （―％）

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 4.30 ―

23年3月期第2四半期 5.22 ―

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 7,370 1,595 21.7
23年3月期 7,334 1,604 21.9

（参考） 自己資本  24年3月期第2四半期  1,595百万円 23年3月期  1,604百万円

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 ― ― ― 2.50 2.50

24年3月期 ― ―

24年3月期（予想） ― 2.50 2.50

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、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  ：  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

通期 9,792 10.0 427 27.8 388 24.6 204 11.4 14.19



(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  

(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、四半期財務諸表に対する四
半期レビュー手続を実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
平成23年７月29日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後
のさまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 

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2Q 14,500,000 株 23年3月期 14,500,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 283,893 株 23年3月期 18,893 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 14,443,250 株 23年3月期2Q 14,482,497 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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災から徐々に復興しつつありますが、引

き続き電力供給不足、円高・株安の進行や欧州の財政不安などにより問題が山積みしております。 

このような厳しい経営環境のもと、当社グループの売上高は47億２百万円（前年同四半期比9.2％増）、

営業利益は１億21百万円（前年同四半期比12.9％減）、経常利益は１億15百万円（前年同四半期比13.1％

減）、四半期純利益は62百万円（前年同四半期比17.7％減）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。 

売上高においては、情報サービス事業は４年目を迎えたデータセンター事業が大きく増加しており、ま

た人事・給与を中心としたプロダクト事業も堅調に売上を伸ばしております。 

しかしながら、主力のソフトウエア受託開発事業では、関西圏において回復基調になってきたものの、

首都圏においては公共分野、金融分野で足踏みが続いております。 

その結果、売上高は30億16百万円(前年同四半期比10.5％増)となりました。 

物流事業全体の売上高は16億85百万円（前年同四半期比7.1％増）となりました。 

各事業の概況は次のとおりであります。 

陸運事業は、小麦粉値上げ後の輸送の伸び悩みと、セメント輸送の天候不順や車両稼働率の低下等によ

る落込みから、売上高は７億69百万円（前年同四半期比1.7％減）となりました。 

港運事業（前年度は海運事業）は、港運元請業務は増加しましたが、建材埠頭での骨材取扱の回復の遅

れと、当期より海貨業務を倉庫事業に計上替え（当第２四半期連結累計期間売上高57百万円）した影響に

より、売上高は２億94百万円（前年同四半期比17.1％減）と大幅に減少しました。 

倉庫事業は、芝浦、大井、東扇島の各倉庫の取扱が堅調に推移したうえ、大井での増床と海貨業務の計

上が寄与し、売上高は６億21百万円（前年同四半期比42.4％増）と大幅に増加しました。 

セグメント利益においては、情報サービス事業は売上増加に伴う利益増はあったものの、進行基準適用

案件の減少や営業・マーケティング強化のための費用が増加したため、セグメント利益は１億35百万円(前

年同四半期比2.1％減)となりました。 

また、物流事業は、陸運事業における売上減少と港運事業における建材埠頭の不調等による減益を、倉

庫事業の大幅増収に伴う利益の増加でカバーし、セグメント利益は１億72百万円（前年同四半期比8.8％

増）となりました。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末と比較して、総資産は35百万円、負債は 

44百万円それぞれ増加し、純資産は８百万円減少いたしました。 

総資産の主な変動要因は、現金及び預金の減少70百万円、受取手形及び売掛金の減少28百万円、仕掛品

の増加70百万円、その他の増加76百万円（前払費用の増加29百万円、リース資産の増加47百万円）などに

よるものであります。 

負債の主な変動要因は、長・短期借入金の減少１億63百万円、支払手形及び買掛金の増加30百万円、退

職給付引当金の増加60百万円、未払法人税等の増加40百万円、賞与引当金の増加７百万円、その他の増加 

57百万円（長期リース債務の増加38百万円、預り保証金の増加19百万円）などによるものであります。 

純資産の主な変動要因は、四半期純利益62百万円の計上、自己株式の取得33百万円、配当36百万円等に

よる利益剰余金の取り崩しなどによるものであります。 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期の通期の連結業績予想につきましては、平成23年７月29日に公表いたしました連結業績

予想に変更はございません。 
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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 

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 

税金費用の計算 

法人税等は、法定実効税率を基礎とした年間予測税率により計算しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 

(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。 
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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 566,548 496,386 

受取手形及び売掛金 1,439,767 1,411,593 

商品及び製品 2,075 7,027 

仕掛品 222,272 292,567 

原材料及び貯蔵品 211 208 

繰延税金資産 124,896 124,896 

その他 27,716 57,447 

貸倒引当金 △5,618 △3,955 

流動資産合計 2,377,870 2,386,170 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,126,890 1,100,422 

機械装置及び運搬具（純額） 281,451 268,075 

土地 2,489,232 2,489,232 

その他（純額） 233,606 303,146 

有形固定資産合計 4,131,181 4,160,877 

無形固定資産   

その他 160,313 150,435 

無形固定資産合計 160,313 150,435 

投資その他の資産   

投資有価証券 169,658 175,833 

繰延税金資産 374,001 374,903 

その他 145,286 146,019 

貸倒引当金 △23,552 △23,550 

投資その他の資産合計 665,393 673,206 

固定資産合計 4,956,888 4,984,519 

資産合計 7,334,759 7,370,689 
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 528,865 559,492 

短期借入金 2,092,500 1,773,100 

未払法人税等 11,214 51,757 

賞与引当金 302,249 309,906 

受注損失引当金 1,770 3,330 

その他 198,264 207,673 

流動負債合計 3,134,863 2,905,259 

固定負債   

長期借入金 1,312,200 1,467,850 

再評価に係る繰延税金負債 224,087 224,087 

退職給付引当金 947,209 1,007,958 

役員退職慰労引当金 6,490 6,135 

その他 105,540 163,510 

固定負債合計 2,595,527 2,869,541 

負債合計 5,730,390 5,774,800 

純資産の部   

株主資本   

資本金 765,000 765,000 

資本剰余金 125,000 125,000 

利益剰余金 561,804 587,755 

自己株式 △3,301 △36,426 

株主資本合計 1,448,503 1,441,329 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △6,768 △8,073 

土地再評価差額金 162,633 162,633 

その他の包括利益累計額合計 155,864 154,559 

純資産合計 1,604,368 1,595,889 

負債純資産合計 7,334,759 7,370,689 
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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) 

売上高 4,304,267 4,702,068 

売上原価 3,995,328 4,382,312 

売上総利益 308,939 319,756 

販売費及び一般管理費 169,026 197,960 

営業利益 139,912 121,795 

営業外収益   

受取利息 56 8 

受取配当金 1,078 1,729 

持分法による投資利益 10,431 2,846 

受取賃貸料 11,122 10,452 

その他 2,262 4,626 

営業外収益合計 24,951 19,663 

営業外費用   

支払利息 27,363 21,285 

その他 4,564 4,652 

営業外費用合計 31,928 25,938 

経常利益 132,935 115,520 

特別利益   

固定資産売却益 8,329 － 

特別利益合計 8,329 － 

特別損失   

固定資産売却損 321 － 

固定資産除却損 22 608 

関係会社清算損 5,341 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,780 － 

特別損失合計 12,465 608 

税金等調整前四半期純利益 128,798 114,911 

法人税等 53,240 52,758 

少数株主損益調整前四半期純利益 75,558 62,153 

四半期純利益 75,558 62,153 
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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 75,558 62,153 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,102 △1,304 

その他の包括利益合計 △5,102 △1,304 

四半期包括利益 70,456 60,848 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 70,456 60,848 
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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)  セグメント情報等 

【セグメント情報】 

Ⅰ 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売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円） 

報告セグメント 
 

情報サービス 
事業 

物流事業 計 

調整額 
(注)１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注)２ 

売上高      

  外部顧客への売上高 2,730,210 1,574,057 4,304,267 － 4,304,267 

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － 

計 2,730,210 1,574,057 4,304,267 － 4,304,267 

セグメント利益 138,697 158,072 296,770 △156,858 139,912 

(注) １ セグメント利益の調整額△156,858千円は、各報告セグメントに配分していない一般管理費等の全社費用

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。 

 

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。 
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Ⅱ 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売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円） 

報告セグメント 
 

情報サービス 
事業 

物流事業 計 

調整額 
(注)１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注)２ 

売上高      

  外部顧客への売上高 3,016,659 1,685,409 4,702,068 － 4,702,068 

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － 

計 3,016,659 1,685,409 4,702,068 － 4,702,068 

セグメント利益 135,727 172,058 307,786 △185,991 121,795 

(注) １ セグメント利益の調整額△185,991千円は、各報告セグメントに配分していない一般管理費等の全社費 

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。 

 

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。 

 

(5) 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。 
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