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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 19,961 △2.3 418 △1.1 381 △16.8 154 57.2
23年3月期第2四半期 20,422 4.9 422 △19.7 458 1.1 98 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 34百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △28百万円 （―％）

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 11.87 ―

23年3月期第2四半期 7.45 ―

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2四半期 27,186 6,877 25.0 522.10
23年3月期 26,500 6,935 25.8 526.95

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  6,784百万円 23年3月期  6,847百万円

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 ― ― ― 7.00 7.00
24年3月期 ― ―

24年3月期（予想） ― 7.00 7.00

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  ：  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

通期 41,500 2.1 1,120 13.2 1,000 3.5 330 26.0 25.40



(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
四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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将来の業績及び計画等に関する記述は、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場合があります。なお、業績予想の前提条件及びその他関連する事項については、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」をご覧下さい。 

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2Q 14,021,363 株 23年3月期 14,021,363 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,027,678 株 23年3月期 1,027,626 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 12,993,674 株 23年3月期2Q 13,175,286 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期におけるわが国経済は、３月11日に発生した東日本大震災や原発事故による電力不足の影響に

より生じた生産・輸出の大幅な落込みから、漸く持ち直しの動きが見られ、個人消費にも上向きの兆しが見受け

られました。しかし、期後半にはギリシャのデフォルト問題に端を発した欧州の債務危機や米国経済の後退の影

響等により歴史的な円高が進行し、回復のペースが鈍化しており、先行きの見えない状況が持続いたしました。

運輸業界におきましては、震災や原発事故による物流網の混乱が続いた他、燃料費の高止まりや同業者間の

競争激化が続き、経営環境は依然として厳しい状況で推移いたしました。 

 このような状況のもと、ロジネットジャパングループは「スリム＆ストロング＆スピード」のスローガンを掲

げ、積極的な営業活動の推進と経営の効率化を実施してまいりました。 

営業収益につきましては、主に震災の影響による鉄道利用運送部門及び倉庫部門の取扱の減少により前年同期

比４億６千万円減（-2.3%）の199億６千１百万円となりました。 

利益面につきましては、エコカー補助金制度の終了に伴う補助金収入の減少があったことから、経常利益は

前年同期比７千７百万円減（-16.8%）の３億８千１百万円となりました。また、四半期純利益につきましては、

前年同期に比べて、特別損失の発生が少なかったため、前年同期比５千６百万円増（+57.2%）の１億５千４百万

円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期末の総資産は、前期末から６億８千５百万円増加し、271億８千６百万円となりました。このう

ち、流動資産は３億２千１百万円減少し、81億７千８百万円となりました。この主な要因は、グループ全体で効

率的な資金繰を図ったために、現預金が減少したことによります。また、固定資産は10億７百万円増加し、190

億８百万円となりました。この主な要因は、本社ビル及び車両の購入を行ったことによるものであります。 

 当第２四半期末の負債は、前期末から７億４千４百万円増加し203億９百万円となりました。このうち、流動

負債は11億４百万円増加し、157億９千５百万円となりました。この主な要因は、震災の影響による取扱減から

の回復によって、営業未払金が増加したことによるものであります。また、固定負債は３億５千９百万円減少

し、45億１千４百万円となりました。この主な要因は、長期借入金の弁済が進んだことによるものであります。

 これらの結果、純資産は68億７千７百万円となり、純資産から少数株主持分を控除した後の自己資本比率は

25.0%となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成23年５月９日発表値から変更はありません。  

  

（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。 

  

  

 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

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 2,386,556 1,658,871

受取手形 627,264 656,196

営業未収入金 4,429,335 4,814,138

有価証券 20,000 －

たな卸資産 66,276 33,865

繰延税金資産 163,913 72,577

その他 814,496 950,570

貸倒引当金 △7,199 △7,489

流動資産合計 8,500,644 8,178,730

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,018,288 4,696,862

機械装置及び運搬具（純額） 2,866,031 3,201,116

土地 6,140,529 6,360,467

その他（純額） 942,163 796,818

有形固定資産合計 13,967,014 15,055,265

無形固定資産   

その他 172,098 170,440

無形固定資産合計 172,098 170,440

投資その他の資産   

投資有価証券 1,610,120 1,560,462

繰延税金資産 182,964 195,035

差入保証金 1,552,916 1,519,959

その他 567,217 556,660

貸倒引当金 △52,024 △49,650

投資その他の資産合計 3,861,194 3,782,468

固定資産合計 18,000,307 19,008,174

資産合計 26,500,951 27,186,905
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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 606,061 598,566

営業未払金 3,402,144 3,836,741

短期借入金 8,830,089 8,967,719

未払法人税等 128,065 89,404

役員賞与引当金 44,525 －

その他 1,680,857 2,302,927

流動負債合計 14,691,741 15,795,358

固定負債   

長期借入金 3,596,679 3,425,561

繰延税金負債 208,563 111,498

退職給付引当金 165,224 173,599

役員退職慰労引当金 130,460 135,920

資産除去債務 11,662 11,662

その他 760,853 656,146

固定負債合計 4,873,442 4,514,389

負債合計 19,565,184 20,309,747

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 556,997 557,007

利益剰余金 5,752,595 5,815,862

自己株式 △304,934 △304,956

株主資本合計 7,004,658 7,067,913

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △157,624 △283,899

その他の包括利益累計額合計 △157,624 △283,899

少数株主持分 88,732 93,143

純資産合計 6,935,767 6,877,157

負債純資産合計 26,500,951 27,186,905
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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 20,422,247 19,961,436

営業原価 19,275,813 18,819,436

営業総利益 1,146,434 1,141,999

販売費及び一般管理費 723,445 723,758

営業利益 422,988 418,240

営業外収益   

受取利息 7,877 7,862

受取配当金 24,175 31,925

寮収入 24,222 20,422

補助金収入 97,290 －

その他 31,263 39,741

営業外収益合計 184,829 99,950

営業外費用   

支払利息 71,690 63,857

寮支出 68,432 61,593

その他 9,343 11,510

営業外費用合計 149,466 136,961

経常利益 458,351 381,230

特別利益   

投資有価証券売却益 28,352 1,704

その他 40 －

特別利益合計 28,393 1,704

特別損失   

固定資産除売却損 20,223 40,004

投資有価証券評価損 20,543 －

本社移転費用 － 15,098

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 81,750 －

パレット整理損 75,417 －

過年度損益修正損 61,078 －

その他 2,549 7,777

特別損失合計 261,563 62,880

税金等調整前四半期純利益 225,180 320,054

法人税、住民税及び事業税 74,740 87,858

法人税等調整額 41,855 71,642

法人税等合計 116,596 159,500

少数株主損益調整前四半期純利益 108,584 160,554

少数株主利益 10,475 6,331

四半期純利益 98,108 154,223
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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 108,584 160,554

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △137,131 △126,275

その他の包括利益合計 △137,131 △126,275

四半期包括利益 △28,547 34,278

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △38,704 28,564

少数株主に係る四半期包括利益 10,157 5,714
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 該当事項はありません。  

  

    該当事項はありません。 

  

   （株式取得による会社等の買収） 

    １．株式取得の目的 

 当社は、平成23年11月２日開催の取締役会において、株式会社青山本店（本社：大阪市 代表取締役会長

青山明治、以下「同社」）の全株式を取得し、子会社化することを決議すると同時に、既存株主との間で同

日付「株式譲渡契約書」を締結いたしました。 

 同社は、昭和43年の創業以来長年に渡り、九州、四国を含む西日本エリアにおいて「迅速・安全・誠実」

を基本理念とし、食品輸送と保管のノウハウを組み合わせた優れた物流サービスを展開しております。同社

は、徹底した顧客主義のもと、大手食品メーカーを中心とした強固な支持基盤を築いており、確固たる経営

基盤、経営ノウハウを有する物流企業であります。 

当社は既に、全国的な鉄道コンテナ輸送網を確立しておりますが、この度、同社を子会社化することに

より、貨物自動車運送事業においても全国主要都市を網羅する全国ネットワークの構築が可能となります。

これを契機に当社グループは総合物流企業としてさらなる全国展開を図って参ります。また、青山本店と当

社グループの経営資源の共有が様々なシナジー効果を生み、新たな魅力ある企業集団が醸成されるものと確

信しております。 

  

    ２．株式取得の相手先の名称 

 青山明治 

  

    ３．買収する会社の名称、事業内容、規模 

（注）純資産、総資産及び営業収益は平成23年３月期の数字を記載しております。  

  

    ４.株式取得の時期 

  

    ５．取得株式数および取得前後の所有株式の状況 

  

   

（開示の省略）  

 セグメント情報及び個別情報は、当第２四半期決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、

開示を省略しております。   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象

名 称  株式会社青山本店 

事 業 内 容  一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、倉庫業 

純 資 産     499,017千円  

総 資 産    3,983,629千円  

営 業 収 益    6,720,991千円  

取 締 役 会 決 議 日  平成23年11月２日 

株式譲渡契約締結日  平成23年11月２日 

株式譲渡日（予定）  平成24年１月31日 

異動前の所有株式数                0株（所有割合：  0.0%）  

取 得 株 式 数          196,000株（所有割合：100.0%） 

異動後の所有株式数          196,000株（所有割合：100.0%） 
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