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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 123,597 △1.8 6,594 2.4 6,831 △7.3 4,114 12.2
23年3月期第2四半期 125,866 15.1 6,441 12.1 7,369 25.9 3,668 6.5

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 3,557百万円 （101.1％） 23年3月期第2四半期 1,768百万円 （―％）

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 16.72 ―

23年3月期第2四半期 14.48 ―

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 348,341 175,611 49.8
23年3月期 353,493 174,973 48.7

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  173,479百万円 23年3月期  172,221百万円

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 ― 4.50 ― 4.50 9.00
24年3月期 ― 5.00

24年3月期（予想） ― 5.00 10.00

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  
 

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 251,000 △1.8 13,500 3.1 13,700 △4.0 12,800 53.6 52.74



(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、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 
本資料に掲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。業績予想の前提となる条件及び業績の予想のご利用にあたっての注意事項については、四半期決
算短信（添付資料）２ページ「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 278,851,815 株 23年3月期 278,851,815 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 34,148,110 株 23年3月期 31,139,819 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 246,118,421 株 23年3月期2Q 253,248,771 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、震災後の厳しい状況下のなかで、サプライチェーンの早期復

    旧や輸出の持ち直し等により幾分改善の兆しは見受けられましたものの、円高や海外経済の減速懸念などにより、

    民間設備投資や個人消費も回復には程遠く、総じて低調に推移してまいりました。 

      貨物自動車運送業界におきましては、国内景気の低迷から国内貨物総輸送量は落ち込み、震災復興に係る荷動き

    にも力強さに欠けるなかで燃料価格の高止まりも加わり、引き続き厳しい経営環境下にありました。 

      このような状況のもと当社グループでは、中期経営計画の 終年度を迎え、安全・安心な輸送サービスの提供を

    基本に、経営目標の達成に向けて事業展開を図ってまいりました。 

      なお、９月には産直便「味のふる里便」サイトなどホームページの一部リニューアルを行い、お客様満足度の向

    上にも努めてまいりました。 

      以上の結果、売上高は1,235億97百万円（前年同期比1.8％減）、営業利益は65億94百万円（前年同期比2.4％

    増）となりました。 

      これらを事業別に見た事業の概要は次のとおりであります。 

      運送事業におきましては、震災等の影響を受け輸送量が落ち込むなかで、新規顧客の開拓など小口商業荷物を中

    心とした積極的な営業展開を図るとともに、従来から推進している適正重量・容積収受の基本方針を堅持し、不採

    算荷物の撤廃に努めてまいりました。 

      以上の結果、売上高は1,105億73百万円（前年同期比2.2％減）、営業利益は60億10百万円（前年同期比7.5％

    増）となりました。 

      流通加工事業におきましては、新規顧客の開拓に努めるなかで、復興需要の影響から物流施設の稼働率は大幅に

    向上してまいりました。 

      以上の結果、売上高は59億57百万円（前年同期比5.5％増）、営業利益は5億50百万円（前年同期比7.0％増）と

    なりました。 

      国際事業におきましては、震災後ほぼ壊滅状況下にあった輸出入業務も回復に向かい、特に輸入貨物におきまし

    ては、復興需要や円高の影響も加わり著しく増加し、通関業務は好調な運びとなりました。なお、６月には日系企

    業の進出が目覚ましいベトナムに駐在員事務所を開設いたしました。 

      以上の結果、売上高は12億75百万円（前年同期比3.0％増）、営業利益は1億83百万円（前年同期比4.2％増）と

    なりました。 

      その他事業におきましては、コンビニエンスストア事業は活況を呈してまいりましたが、賃貸施設の減少や商品

    販売も振るわず、総じて低調に推移してまいりました。 

      以上の結果、売上高は57億91百万円（前年同期比2.3％減）、営業利益は19億35百万円（前年同期比9.7％減）

    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総資産は、前連結会計年度末に比べて51億51百万円減少し3,483億41百万円とな

りました。これは主に現金及び預金や受取手形及び売掛金の減少などにより流動資産が26億60百万円、建物及び構

築物や投資有価証券の減少などにより固定資産が24億91百万円減少したことによります。  

  負債合計は、前連結会計年度末に比べて57億89百万円減少し1,727億30百万円となりました。これは主に、支払

手形及び買掛金が減少した反面、１年内返済予定の長期借入金が増加したことなどにより流動負債が6億84百万円

増加しましたが、長期借入金の減少などにより固定負債が64億74百万円減少したことによります。 

  純資産は、前連結会計年度末に比べて6億37百万円増加し1,756億11百万円となりました。これは主に、その他有

価証券評価差額金の減少によりその他の包括利益累計額が4億43百万円、少数株主持分が6億19百万円減少いたしま

したが、利益剰余金の増加により株主資本が17億1百万円増加したことによります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

        今後の経済情勢は、震災復興に伴う景気の持ち直しが期待されるものの、円高の進行や海外景気の悪化懸念が払

      拭されないまま推移するものと予想されます。 

        貨物自動車運送業界におきましては、国内貨物総輸送量が景気動向を反映し小幅な持ち直しにとどまり、厳しい

      経営環境が続くものと予想されます。 

        こうしたなか当社グループでは、運送事業におきましては国内ネットワークの拠点整備に努め、企業間物流にお

      ける小口荷物の取扱増を目指してまいります。また、流通加工事業及び国際事業ともに積極的な営業展開を行って

      まいりますが、特に、国際事業におきましては、日本・中国・韓国間にネットワークを巡らす海上ホワーディング

      業者、三統㈱と業務提携を締結し、国際部門の強化と事業規模の拡大を図り、人材育成や付加価値の高いサービス

１．当四半期決算に関する定性的情報
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      の創造に取り組んでまいります。 

  以上により、当期の連結業績予想は前回発表（平成23年８月５日）から変更しております。  

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  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 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法  

  当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められ

るため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。  

②固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。  

③法人税等並びに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

  法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によって

おります。 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。 

  

  

（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。  

  

  

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 30,046 28,508

受取手形及び売掛金 33,212 31,410

繰延税金資産 1,639 1,579

その他 2,746 3,432

貸倒引当金 △127 △74

流動資産合計 67,517 64,856

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 195,532 194,609

減価償却累計額 △128,105 △129,217

建物及び構築物（純額） 67,426 65,391

機械装置及び運搬具 54,050 53,504

減価償却累計額 △46,304 △47,516

機械装置及び運搬具（純額） 7,746 5,987

工具、器具及び備品 12,631 12,975

減価償却累計額 △10,637 △10,859

工具、器具及び備品（純額） 1,994 2,116

土地 178,486 178,721

建設仮勘定 1,008 2,998

有形固定資産合計 256,663 255,215

無形固定資産 2,230 2,264

投資その他の資産   

投資有価証券 22,256 21,179

繰延税金資産 1,283 1,343

その他 3,689 3,631

貸倒引当金 △145 △149

投資その他の資産合計 27,082 26,004

固定資産合計 285,976 283,484

資産合計 353,493 348,341
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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   

支払手形及び買掛金 17,100 14,662

短期借入金 11,800 10,800

1年内償還予定の社債 10,140 10,000

1年内返済予定の長期借入金 13,196 17,851

リース債務 1,500 1,399

未払法人税等 2,125 3,265

賞与引当金 3,179 3,094

災害損失引当金 816 405

その他 18,560 17,627

流動負債合計 78,421 79,106

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 17,763 17,807

長期借入金 27,309 21,544

リース債務 2,852 2,205

再評価に係る繰延税金負債 31,322 31,321

退職給付引当金 14,290 14,861

負ののれん 170 146

その他 6,389 5,737

固定負債合計 100,099 93,624

負債合計 178,520 172,730

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,310 30,310

資本剰余金 37,107 37,107

利益剰余金 89,282 92,283

自己株式 △13,318 △14,617

株主資本合計 143,382 145,083

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,420 1,977

土地再評価差額金 26,421 26,420

為替換算調整勘定 △2 △1

その他の包括利益累計額合計 28,839 28,396

少数株主持分 2,751 2,131

純資産合計 174,973 175,611

負債純資産合計 353,493 348,341
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（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) 

売上高 125,866 123,597

売上原価 117,356 114,951

売上総利益 8,509 8,645

販売費及び一般管理費 2,067 2,050

営業利益 6,441 6,594

営業外収益   

受取利息 19 4

受取配当金 285 289

有価証券売却益 0 －

負ののれん償却額 24 24

補助金収入 940 69

その他 201 232

営業外収益合計 1,471 620

営業外費用   

支払利息 371 252

金利スワップ評価損 88 69

その他 84 62

営業外費用合計 543 384

経常利益 7,369 6,831

特別利益   

固定資産売却益 337 14

貸倒引当金戻入額 10 －

負ののれん発生益 － 408

その他 2 －

特別利益合計 350 423

特別損失   

固定資産売却損 1 46

固定資産除却損 159 197

減損損失 416 55

投資有価証券評価損 55 56

投資有価証券売却損 － 17

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 99 －

ゴルフ会員権評価損 － 0

特別退職金 65 －

特別損失合計 797 374

税金等調整前四半期純利益 6,921 6,880

法人税、住民税及び事業税 2,592 3,025

法人税等調整額 347 △160

法人税等合計 2,939 2,864

少数株主損益調整前四半期純利益 3,982 4,016
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（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) 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 314 △98

四半期純利益 3,668 4,114

少数株主利益又は少数株主損失（△） 314 △98

少数株主損益調整前四半期純利益 3,982 4,016

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,211 △458

土地再評価差額金 △0 △1

為替換算調整勘定 △1 0

その他の包括利益合計 △2,214 △459

四半期包括利益 1,768 3,557

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,461 3,670

少数株主に係る四半期包括利益 307 △113
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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 6,921 6,880

減価償却費 5,159 4,594

負ののれん償却額 △24 △24

減損損失 416 55

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 99 －

引当金の増減額（△は減少） △1,075 25

その他 340 △990

小計 11,838 10,541

利息及び配当金の受取額 304 294

利息の支払額 △313 △208

法人税等の支払額 △3,967 △1,909

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,861 8,717

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 △8,824 △4,560

有形固定資産の売却による収入 4,847 174

投資有価証券の取得による支出 △429 △250

投資有価証券の売却による収入 1 342

定期預金の預入による支出 △8,159 △936

定期預金の払戻による収入 12,759 636

その他 △213 △483

投資活動によるキャッシュ・フロー △18 △5,077

財務活動によるキャッシュ・フロー   

借入れによる収入 28,100 23,281

借入金の返済による支出 △28,252 △25,391

社債の償還による支出 △5,966 △140

セール・アンド・リースバックによる収入 426 －

リース債務の返済による支出 △598 △748

配当金の支払額 △1,030 △1,125

自己株式の取得による支出 △1,295 △1,299

その他 △227 △53

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,844 △5,478

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,003 △1,837

現金及び現金同等物の期首残高 29,360 28,735

現金及び現金同等物の四半期末残高 28,357 26,897
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  該当事項はありません。  

  

  

（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 

（注） 「その他」には、不動産の賃貸業、物品販売事業及び労働者派遣業（委託業務）等を含んでおります。 

  

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額

及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（注） 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない広告宣伝費及び各連結会社本社の管理部門に係る費用でありま

す。 

  

３ 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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

  「運送事業」及び「流通加工事業」のセグメントにおいて、土地及び機械装置を減損しております。

  なお、当該減損損失の計上額は、「運送事業」が333百万円、「流通加工事業」が61百万円、「全社

費用」が21百万円であります。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他 
（注） 

合計
運送事業 

流通加工
事業 

国際事業 計

売上高             

外部顧客への売上高  113,053  5,646  1,237  119,937  5,928  125,866

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  －  －  4,676  4,676

計  113,053  5,646  1,237  119,937  10,605  130,542

セグメント利益  5,589  514  176  6,280  2,143  8,424

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  6,280

「その他」の区分の利益  2,143

全社費用（注）  △1,982

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益  6,441
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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 

（注） 「その他」には、不動産の賃貸業、物品販売事業及び労働者派遣業（委託業務）等を含んでおります。 

  

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額

及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（注） 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない広告宣伝費及び各連結会社本社の管理部門に係る費用でありま

す。 

  

３ 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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

  当第２四半期連結累計期間において、特別損失に計上しております減損損失55百万円は、いずれの報

告セグメントにも配分されていない遊休資産に係るものであります。  

（重要な負ののれん発生益） 

  「運送事業」セグメントにおいて、連結子会社が当該会社の自己株式を取得したことにより408百万

円の負ののれん発生益を計上しております。  

  

  該当事項はありません。  

  

  

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他 
（注） 

合計
運送事業 

流通加工
事業 

国際事業 計

売上高             

外部顧客への売上高  110,573  5,957  1,275  117,805  5,791  123,597

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  －  －  4,509  4,509

計  110,573  5,957  1,275  117,805  10,301  128,106

セグメント利益  6,010  550  183  6,745  1,935  8,680

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  6,745

「その他」の区分の利益  1,935

全社費用（注）  △2,086

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益  6,594

（６）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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