
  

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 

  

２．配当の状況 

  

  

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） 
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  （百万円未満切捨て）

（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 20,522  15.1 1,054  33.7 1,139  24.5  605  62.6

23年3月期第２四半期 17,833  26.8  788 ―  915 387.5  372 152.0 

（注）  包括利益 24年3月期第２四半期 511百万円 (161.1％) 23年3月期第２四半期 195百万円 (―％)

  
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  95 ― 

23年3月期第２四半期  14  38 ― 

  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 34,494 26,552  75.9

23年3月期 34,721 26,352 74.8 

（参考）自己資本 24年3月期第２四半期 26,188百万円 23年3月期 25,981百万円 

  
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 ―  10 00 ―      10 00 20 00 

24年3月期 ―      10 00       

24年3月期（予想）   ―      7 50 17 50 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 有

  （％表示は、対前期増減率）

  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 41,000  9.4 2,200  26.7 2,400  17.0 1,300  28.9 51 40 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



４．その他 

  

（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報告書の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 

  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および合理的であると判

断する一定の資料に基づいており、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。 

  

  

（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

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 27,487,054株 23年3月期 27,487,054株

②  期末自己株式数 24年3月期２Ｑ 2,196,536株 23年3月期 2,196,243株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期２Ｑ 25,290,656株 23年3月期２Ｑ 25,900,514株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響による停滞から、サプライチェーンの立

て直しなどを背景として回復傾向にありましたが、原子力災害の影響、為替レート・株価の変動、欧州における財

政の先行き不安がもたらす世界的な景気の下振れ懸念などがあり、景気の先行きは不透明な状況で推移しました。

  このような環境のもと、名古屋港における物流業界の輸出貨物の荷動きにおきましても、生産活動等の低下によ

る影響から一時的に減少したものの回復傾向で推移しました。また、輸入貨物については、震災の影響を大きく受

けることなく、堅調な荷動きを示しました。  

  この間、当社グループは営業活動に鋭意努力を重ね、当第２四半期連結累計期間の売上高は205億2千2百万円

（前年同期比15.1％増）となりました。 

 利益面におきましては、営業利益は10億5千4百万円（前年同期比33.7％増）、経常利益は11億3千9百万円（前年

同期比24.5％増）、四半期純利益は6億5百万円（前年同期比62.6％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針

としております。  

（総資産）  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ2億2千7百万円減少して344億9千4百万

円となりました。このうち、流動資産は3千7百万円減少して128億9千3百万円、固定資産は1億8千9百万円減少して

216億円となりました。流動資産の減少の主な要因は、受取手形及び売掛金の増加である一方、現金及び預金の減

少であり、固定資産の減少の主な要因は、有形固定資産の減価償却によるものであります。 

（負債）  

当第２四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ4億2千7百万円減少し79億4千1百万円と

なりました。このうち、流動負債は4億5千6百万円減少して52億1千9百万円、固定負債は2千8百万円増加して27億2

千1百万円となりました。流動負債の減少の主な要因は、買掛金及び未払法人税等の減少によるものであり、固定

負債の増加の主な要因は、退職給付引当金の増加によるものであります。 

（純資産）  

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ2億円増加し265億5千2百万円となりま

した。このうち、株主資本は3億4千3百万円増加して260億4千9百万円、その他の包括利益累計額は1億3千6百万円

減少して1億3千9百万円、少数株主持分は6百万円減少して3億6千4百万円となりました。株主資本の増加の主な要

因は、利益剰余金の増加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23年５月12日に公表いたしました通期の連結業績予想につきましては、本日公表の「平成24年３月期第２四

半期業績予想との差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しておりますので、ご参照くだ

さい。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表 
（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 5,410,895 4,820,864

受取手形及び売掛金 6,444,684 6,709,314

繰延税金資産 461,914 445,077

その他 633,529 939,199

貸倒引当金 △19,849 △20,986

流動資産合計 12,931,174 12,893,470

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,912,643 6,654,125

機械装置及び運搬具（純額） 998,986 906,265

土地 8,778,196 8,775,840

リース資産（純額） 51,088 50,040

建設仮勘定 5,935 5,759

その他（純額） 164,490 168,739

有形固定資産合計 16,911,340 16,560,771

無形固定資産   

その他 6,395 11,305

無形固定資産合計 6,395 11,305

投資その他の資産   

投資有価証券 2,130,725 2,112,085

出資金 846,786 845,161

長期貸付金 914,049 994,849

繰延税金資産 350,439 439,634

その他 678,258 676,113

貸倒引当金 △47,791 △39,227

投資その他の資産合計 4,872,468 5,028,617

固定資産合計 21,790,204 21,600,694

資産合計 34,721,378 34,494,164
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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   

買掛金 3,249,349 3,039,113

短期借入金 21,668 63,336

1年内返済予定の長期借入金 68,680 41,178

リース債務 19,696 20,758

未払法人税等 671,493 517,275

賞与引当金 760,000 765,000

その他 885,450 773,253

流動負債合計 5,676,338 5,219,915

固定負債   

長期借入金 34,909 24,521

リース債務 33,947 31,784

退職給付引当金 2,009,252 2,070,588

資産除去債務 220,017 222,582

その他 394,773 372,392

固定負債合計 2,692,899 2,721,869

負債合計 8,369,237 7,941,784

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,046,941 2,046,941

資本剰余金 1,463,431 1,463,431

利益剰余金 23,162,323 23,505,675

自己株式 △966,964 △967,029

株主資本合計 25,705,731 26,049,018

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 337,483 188,870

為替換算調整勘定 △61,852 △49,771

その他の包括利益累計額合計 275,631 139,099

少数株主持分 370,778 364,262

純資産合計 26,352,141 26,552,380

負債純資産合計 34,721,378 34,494,164
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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 17,833,318 20,522,729

売上原価 14,198,281 16,505,760

売上総利益 3,635,037 4,016,969

販売費及び一般管理費 2,846,836 2,962,798

営業利益 788,201 1,054,171

営業外収益   

受取利息 15,398 15,317

受取配当金 14,649 18,271

持分法による投資利益 20,683 20,644

受取賃貸料 59,896 58,828

その他 38,624 54,448

営業外収益合計 149,251 167,510

営業外費用   

支払利息 2,480 1,484

為替差損 19,668 80,362

その他 121 321

営業外費用合計 22,271 82,168

経常利益 915,181 1,139,513

特別利益   

固定資産売却益 2,821 －

その他 17 －

特別利益合計 2,839 －

特別損失   

固定資産除却損 345 3,083

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 154,831 －

その他 19,490 －

特別損失合計 174,667 3,083

税金等調整前四半期純利益 743,353 1,136,430

法人税、住民税及び事業税 433,697 502,000

法人税等調整額 △83,475 △11,395

法人税等合計 350,221 490,604

少数株主損益調整前四半期純利益 393,131 645,826

少数株主利益 20,665 40,110

四半期純利益 372,465 605,716
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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 393,131 645,826

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △178,384 △148,984

為替換算調整勘定 △17,864 14,741

持分法適用会社に対する持分相当額 △921 20

その他の包括利益合計 △197,170 △134,222

四半期包括利益 195,961 511,603

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 175,285 468,757

少数株主に係る四半期包括利益 20,676 42,846
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該当事項はありません。  

  

  

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）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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