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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 11,291 3.2 380 △27.0 332 △28.1 178 △21.4
23年3月期第2四半期 10,940 24.2 521 59.4 463 89.2 226 84.6

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 178百万円 （△9.9％） 23年3月期第2四半期 197百万円 （―％）

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 23.87 ―
23年3月期第2四半期 30.36 ―

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 23,100 10,166 43.7
23年3月期 23,203 10,047 43.0
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  10,085百万円 23年3月期  9,966百万円

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00
24年3月期 ― 8.00
24年3月期（予想） ― 8.00 16.00

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 23,100 5.7 900 △4.8 800 △3.7 440 8.8 58.97



(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  
（注）詳細は、添付資料Ｐ．４「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」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、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 
本資料に記載されている業績予想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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、添付資料Ｐ．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2Q 7,546,000 株 23年3月期 7,546,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 84,892 株 23年3月期 84,873 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 7,461,111 株 23年3月期2Q 7,461,160 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による打撃から回復しつつも、その回復ペー

スは、欧米経済の減速、円高・株安の長期化などにより鈍化傾向にあります。加えて、電力供給の不安や原発事

故処理問題の長期化などにより先行きの不透明感が増大しております。 

当物流業界においては、東北・関東地方向けを中心とする復旧・復興需要が見られたものの、景気回復テンポ

の鈍化、昨年度のエコ関連政策の効果の剥落などにより荷動きは総じて盛り上がりに欠ける状態で推移いたしま

した。 

このような中、当社グループにおいては、北関東地区で前期より開始しました流通系貨物の取り扱いがフルに

寄与したほか、飲料の取り扱いが昨年に引き続き増加し、また、子会社の業績も総じて堅調に推移いたしまし

た。一方、主力の工業系貨物の取り扱いは大震災による自動車産業の生産回復の遅れなどから低調な結果となり

ました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益（売上高）は112億91百万円（前年同期比3.2％増）となりま

した。 

一方、利益面においては、傭車料、燃料費等の増加による輸送採算の悪化や、契約に基づく一部営業所の業務

終了などが影響し、営業利益は３億80百万円（前年同期比27.0％減）、経常利益は３億32百万円（前年同期比

28.1％減）、四半期純利益は１億78百万円（前年同期比21.4％減）と、いずれも減益を余儀なくされました。 

セグメント別の営業収益の状況は次のとおりであります。 

物流事業の営業収益は112億14百万円（前年同期比3.7％増）となりました。その内訳は、輸送部門が73億13百

万円（前年同期比7.2％増）、倉庫部門は39億１百万円（前年同期比2.2％減）となりました。その他（不動産事

業）は、分譲地の販売が低調であったため77百万円（前年同期比39.5％減）でありました。 

  

（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の資産の部合計は、前連結会計年度末に比べ、１億2百万円減少の231億円となりま

した。主な要因は、受取手形が増加したものの、営業未収入金、建物及び構築物が減少したためであります。 

負債の部合計は、前連結会計年度末に比べ、２億21百万円減少の129億34百万円となりました。主な要因は、

未払金、１年内返済予定長期借入金、未払費用及び営業未払金が増加したものの、長期借入金、短期借入金及び

設備支払手形が減少したためであります。 

純資産の部合計は、前連結会計年度末に比べ、１億18百万円増加の101億66百万円となりました。主な要因

は、利益剰余金の増加などによるものです。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

近の業績動向を踏まえ、平成23年５月12日に公表した通期の業績予想を下記のとおり修正いたします。 

  

平成24年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

  

（業績予想の修正理由） 

当第２四半期（累計）の当社連結業績は、前記のとおり、営業収益（売上高）については、東日本大震災の影

響を比較的軽微にとどめ、予想比若干の未達ではありますが、概ね当初予想に近い数値となりました。一方、利

益面については、荷扱量の伸び悩みに加え、傭車料、燃料費等の原価が増嵩し、輸送、倉庫部門とも採算が低下

しました。また、一部営業所における食品関係のセンター業務終了後の代替貨物の獲得も計画通りには進まず、

各利益段階で予想を下回る結果となりました。 

当社は、東日本大震災の復旧・復興需要の盛り上がり、これに伴う下半期の景気回復を想定し、通期の業績予

想を公表いたしました。しかしながら、世界経済の減速化、わが国景気の回復テンポの鈍化など昨今の経済状況

下、当社主力の工業系貨物を中心に貨物の取り扱いに依然予想したほどの動意が見られず、このため、関東地区

において前期及び当上半期に開始した新規業務の寄与などによる収支の改善が見込めるものの、営業収益並びに

営業利益以下各利益の当初の業績予想を修正することといたしました。 

なお、個別業績予想についても、同様の理由により下記のとおり修正いたしました。 

  

【参考】 

平成24年３月期通期個別業績予想数値の修正（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

  

※上記業績予想は、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。  

  

  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 

  

前回発表予想（Ａ） 

百万円 

 23,200

百万円 

 1,040

百万円 

 930

百万円 

 520

円 銭 

 69.69

今回修正予想（Ｂ）  23,100  900  800  440  58.97

増減額（Ｂ－Ａ）  △100  △140  △130  △80  －

増減率（％）  △0.4  △13.5  △14.0  △15.4  －

（ご参考）前期実績 

（平成23年３月期） 
 21,852  945  830  404  54.19

  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 

  

前回発表予想（Ａ） 

百万円 

 20,100

百万円 

 900

百万円 

 790

百万円 

 440

円 銭 

 58.97

今回修正予想（Ｂ）  19,900  720  620  320  42.89

増減額（Ｂ－Ａ）  △200  △180  △170  △120  －

増減率（％）  △1.0  △20.0  △21.5  △27.3  －

（ご参考）前期実績 

（平成23年３月期） 
 18,915  844  742  392  52.54
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（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 

税金費用については、当第２四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。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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 911 896

受取手形及び営業未収入金 3,423 3,467

販売用不動産 112 109

繰延税金資産 60 60

その他 257 244

貸倒引当金 △5 △8

流動資産合計 4,760 4,770

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,710 4,563

機械装置及び運搬具（純額） 185 182

土地 10,826 10,826

建設仮勘定 46 87

その他（純額） 141 132

有形固定資産合計 15,910 15,792

無形固定資産 328 332

投資その他の資産   

投資有価証券 264 269

繰延税金資産 321 323

その他 1,627 1,611

貸倒引当金 △9 －

投資その他の資産合計 2,203 2,204

固定資産合計 18,442 18,330

資産合計 23,203 23,100
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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   

支払手形及び営業未払金 1,964 1,988

短期借入金 3,794 3,767

未払法人税等 126 128

賞与引当金 109 111

その他 473 498

流動負債合計 6,467 6,493

固定負債   

社債 500 500

長期借入金 5,676 5,420

退職給付引当金 267 286

負ののれん 14 12

その他 230 222

固定負債合計 6,688 6,441

負債合計 13,155 12,934

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,284 1,284

資本剰余金 1,086 1,086

利益剰余金 7,642 7,760

自己株式 △59 △59

株主資本合計 9,953 10,072

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 22 21

為替換算調整勘定 △10 △8

その他の包括利益累計額合計 12 12

少数株主持分 80 81

純資産合計 10,047 10,166

負債純資産合計 23,203 23,100
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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：百万円）

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 10,940 11,291

営業原価 10,106 10,585

営業総利益 833 706

販売費及び一般管理費 312 325

営業利益 521 380

営業外収益   

受取利息 3 0

受取配当金 2 2

負ののれん償却額 2 2

受取保険金 6 3

その他 21 14

営業外収益合計 35 23

営業外費用   

支払利息 66 60

その他 26 9

営業外費用合計 93 70

経常利益 463 332

特別利益   

固定資産売却益 5 1

特別利益合計 5 1

特別損失   

固定資産除却損 20 38

関係会社出資金評価損 32 －

関係会社整理損 － 11

特別損失合計 52 49

税金等調整前四半期純利益 416 284

法人税等 200 107

少数株主損益調整前四半期純利益 215 177

少数株主損失（△） △10 △1

四半期純利益 226 178
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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：百万円）

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 215 177

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △15 △1

繰延ヘッジ損益 5 －

為替換算調整勘定 △8 2

その他の包括利益合計 △18 1

四半期包括利益 197 178

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 211 178

少数株主に係る四半期包括利益 △14 0
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 416 284

減価償却費 278 270

支払利息 66 60

関係会社整理損 － 11

関係会社出資金評価損益（△は益） 32 －

有形固定資産売却損益（△は益） △5 △1

有形固定資産除却損 20 38

売上債権の増減額（△は増加） △16 △43

たな卸資産の増減額（△は増加） 54 5

仕入債務の増減額（△は減少） 106 23

その他 △12 39

小計 939 689

利息及び配当金の受取額 5 3

利息の支払額 △63 △56

法人税等の支払額 △228 △115

法人税等の還付額 1 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 654 521

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △269 △175

有形固定資産の売却による収入 26 17

貸付金の回収による収入 140 3

その他 △46 △36

投資活動によるキャッシュ・フロー △149 △190

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 90 △60

長期借入れによる収入 200 310

長期借入金の返済による支出 △724 △531

配当金の支払額 △59 △59

その他 △5 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △499 △346

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11 △15

現金及び現金同等物の期首残高 931 886

現金及び現金同等物の四半期末残高 920 871
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（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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