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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 11,537 6.6 313 577.3 315 431.1 146 78.2
23年3月期第2四半期 10,825 5.6 46 ― 59 ― 82 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 152百万円 （271.7％） 23年3月期第2四半期 41百万円 （―％）

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 19.31 ―
23年3月期第2四半期 10.83 ―

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 23,248 15,427 65.8
23年3月期 23,005 15,321 66.0
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  15,285百万円 23年3月期  15,184百万円

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 ― 4.00 ― 6.00 10.00
24年3月期 ― 4.00
24年3月期（予想） ― 6.00 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  ：  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 22,850 5.1 480 207.8 485 194.0 240 149.9 31.56



(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 
 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づき作成したものであり、リスクや不確定な要素を含んでおりますので、実際の業績
は業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
 なお、上記予想に関する事項は添付資料３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」をご覧ください。 

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 8,258,322 株 23年3月期 8,258,322 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 653,708 株 23年3月期 653,708 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 7,604,614 株 23年3月期2Q 7,605,026 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、東日本大震災の影響から回復の途上にあるものの、米国景気

の減速や欧州の財政危機の影響等により、先行きが不透明な状況にあり、依然として厳しい状況で推移しておりま

す。 

物流業界におきましても、輸出入貨物は回復傾向にありますが、物流の合理化、高品質化への要求がますます強

まり、これら顧客ニーズに迅速に対応していくことが求められており、大変厳しい経営環境が続いております。 

このような状況のもと、当社グループは、北関東物流の構築、輸配送業務の強化、ＮＶＯＣＣ業務の強化等に積

極的に取り組んでまいりました。昨年下期から輸入貨物の取扱い及び神戸港での港湾運送業務の貨物取扱いが回復

したこと、神戸地区での国内運送取扱業務が前年同期に比べ増加したことにより業績は堅調に推移いたしました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は前年同期比6.6％増加の11,537百万円、営業利益は前年同期

比577.3％増加の313百万円、経常利益は前年同期比431.1％増加の315百万円、四半期純利益は前年同期比78.2％増

加の146百万円となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①国内物流事業 

国内物流事業においては、前年同期に比べ貨物取扱高の増加及び輸入貨物が増加したことにより倉庫業務等の

国内物流事業は堅調に推移いたしました。 

この結果、営業収益は前年同期比7.0％増加の9,833百万円、セグメント利益は前年同期比70.7％増加の529百

万円となりました。 

②国際物流事業 

国際物流事業においては、輸出貨物の減少、円高による影響もありましたが、輸入貨物が増加したことによ

り、堅調に推移いたしました。 

この結果、営業収益は前年同期比4.0％増加の1,629百万円、セグメント利益は前年同期比81.2％増加の90百万

円となりました。 

  

なお、不動産の賃貸事業及び物流資材の販売事業等のその他事業は、営業収益は前年同期比6.8％増加の82百

万円、セグメント利益は前年同期比68.3％増加の19百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、減価償却により「有形固定資産」及び「無形固定資産」は減少しまし

たが、短期借入金の増加等により「現金及び預金」が増加し、前連結会計年度末に比べ242百万円増加し23,248百

万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、「短期借入金」の増加等により、前連結会計年度末に比べ135百万

円増加し7,820百万円となり、また、当第２四半期連結会計期間末の純資産は、「利益剰余金」の増加等により、

前連結会計年度末に比べ106百万円増加の15,427百万円となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利

益が269百万円となり、減価償却費、短期借入金の増加、長期借入金の返済等により前連結会計年度末より423百万

円増加し、当第２四半期連結会計期間末には5,076百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果獲得した資金は、389百万円（前年同期は183百万円の獲得）

となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益269百万円、減価償却費320百万円、退職給付引当金の

増加額60百万円、売上債権の増加額66百万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、85百万円（前年同期は68百万円の獲得）と

なりました。これは主として、定期預金の増加額21百万円、有形固定資産の取得による支出47百万円、長期貸付け

による支出30百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果獲得した資金は119百万円（前年同期は534百万円の獲得）と

なりました。これは主として、短期借入金の増加額299百万円、長期借入金の返済による支出134百万円、配当金の

支払額45百万円によるものであります。  

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 

 平成23年８月29日に公表しました業績予想に変更はありません。  

  

（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。  

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



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 3,754,259 4,201,531

受取手形及び営業未収入金 3,182,920 3,249,824

有価証券 999,783 1,000,030

繰延税金資産 152,816 108,632

その他 374,834 769,997

貸倒引当金 △7,211 △4,574

流動資産合計 8,457,401 9,325,442

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,252,622 6,075,947

機械装置及び運搬具（純額） 358,730 322,044

工具、器具及び備品（純額） 70,287 66,610

土地 2,971,108 2,971,108

リース資産（純額） 24,056 19,493

建設仮勘定 709,676 709,110

有形固定資産合計 10,386,482 10,164,314

無形固定資産   

港湾等施設利用権 1,484,324 1,484,324

その他 478,274 421,813

無形固定資産合計 1,962,598 1,906,137

投資その他の資産   

投資有価証券 981,935 976,279

長期貸付金 200,205 227,829

差入保証金 921,339 552,324

繰延税金資産 22,503 23,050

その他 80,383 79,969

貸倒引当金 △7,239 △7,259

投資その他の資産合計 2,199,129 1,852,193

固定資産合計 14,548,211 13,922,646

資産合計 23,005,613 23,248,088



（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   

支払手形及び営業未払金 1,914,668 1,931,808

短期借入金 710,249 1,078,358

未払法人税等 36,130 32,908

賞与引当金 211,399 248,538

役員賞与引当金 2,100 1,140

その他 511,601 352,534

流動負債合計 3,386,150 3,645,288

固定負債   

長期借入金 2,847,214 2,644,642

繰延税金負債 332,055 369,907

退職給付引当金 890,321 950,831

その他 228,715 209,725

固定負債合計 4,298,306 4,175,106

負債合計 7,684,456 7,820,394

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,108,000 2,108,000

資本剰余金 1,862,230 1,862,230

利益剰余金 11,720,519 11,821,736

自己株式 △585,825 △585,825

株主資本合計 15,104,925 15,206,142

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 125,881 121,551

為替換算調整勘定 △46,057 △41,769

その他の包括利益累計額合計 79,824 79,782

少数株主持分 136,407 141,769

純資産合計 15,321,156 15,427,694

負債純資産合計 23,005,613 23,248,088



（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 10,825,354 11,537,128

営業原価 9,916,972 10,375,761

営業総利益 908,381 1,161,367

販売費及び一般管理費 862,091 847,838

営業利益 46,289 313,529

営業外収益   

受取利息 3,275 4,619

受取配当金 15,058 17,679

不動産賃貸料 9,932 8,248

その他 6,780 7,686

営業外収益合計 35,046 38,234

営業外費用   

支払利息 16,030 28,902

為替差損 5,833 6,997

営業外費用合計 21,863 35,900

経常利益 59,472 315,862

特別利益   

固定資産売却益 95,484 2,243

特別利益合計 95,484 2,243

特別損失   

固定資産除却損 2,096 64

営業所閉鎖損失 － 48,539

その他 24 1

特別損失合計 2,121 48,605

税金等調整前四半期純利益 152,835 269,500

法人税、住民税及び事業税 20,460 30,031

法人税等調整額 44,310 84,372

法人税等合計 64,771 114,403

少数株主損益調整前四半期純利益 88,063 155,096

少数株主利益 5,665 8,251

四半期純利益 82,397 146,845



（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 88,063 155,096

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △38,043 △4,330

為替換算調整勘定 △8,953 1,892

その他の包括利益合計 △46,996 △2,437

四半期包括利益 41,067 152,658

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 36,462 146,803

少数株主に係る四半期包括利益 4,604 5,855



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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 152,835 269,500

減価償却費 457,995 320,973

貸倒引当金の増減額（△は減少） 131 △2,616

退職給付引当金の増減額（△は減少） 64,912 60,509

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,648 37,138

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △300 △960

受取利息及び受取配当金 △18,334 △22,299

支払利息 16,030 28,902

有形固定資産除却損 2,096 64

有形固定資産売却損益（△は益） △95,459 △2,241

売上債権の増減額（△は増加） △256,071 △66,904

仕入債務の増減額（△は減少） 31,225 17,139

その他 △156,967 △210,896

小計 208,742 428,310

利息及び配当金の受取額 18,597 22,392

利息の支払額 △15,880 △27,647

法人税等の支払額 △27,536 △33,413

営業活動によるキャッシュ・フロー 183,922 389,640

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） － △21,602

有形固定資産の取得による支出 △39,625 △47,722

無形固定資産の取得による支出 △18,958 －

有形固定資産の売却による収入 131,400 11,725

投資有価証券の取得による支出 △1,556 △1,632

投資有価証券の売却による収入 1,000 －

長期貸付けによる支出 △30,000 △30,000

長期貸付金の回収による収入 8,775 2,376

差入保証金の差入による支出 △4,025 △802

差入保証金の回収による収入 19,878 1,181

その他 1,883 1,347

投資活動によるキャッシュ・フロー 68,771 △85,127

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） 399,737 299,536

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △119,000 △134,000

配当金の支払額 △45,633 △45,627

少数株主への配当金の支払額 △489 △489

自己株式の取得による支出 △454 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 534,160 119,419

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,198 △564

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 782,655 423,368

現金及び現金同等物の期首残高 3,016,479 4,653,134

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,799,135 5,076,503



 該当事項はありません。  

  

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営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報  

（単位：千円）

 （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産の賃貸事業及び物 

      流資材の販売事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△325,507千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△325,866

千円及びその他の調整額358千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費であります。 

        ３．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。 

  

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営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報  

（単位：千円）

 （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産の賃貸事業及び物 

      流資材の販売事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△326,174千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△326,417

千円及びその他の調整額242千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費であります。 

    ３．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。 

  

  

 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）セグメント情報等

  報告セグメント 
その他 

（注）１
合計 

調整額 

（注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注）３ 
  国内物流 国際物流 計 

 営業収益 

  外部顧客への営業収益  9,192,896  1,567,363  10,760,260  65,093  10,825,354  －  10,825,354

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
 －  －  －  12,038  12,038  △12,038  －

計  9,192,896  1,567,363  10,760,260  77,132  10,837,393  △12,038  10,825,354

 セグメント利益    309,923  50,180  360,104  11,693  371,797  △325,507  46,289

  報告セグメント 
その他 

（注）１
合計 

調整額 

（注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注）３ 
  国内物流 国際物流 計 

 営業収益 

  外部顧客への営業収益  9,833,038  1,629,747  11,462,785  74,343  11,537,128  －  11,537,128

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
 －  －  －  8,010  8,010  △8,010  －

計  9,833,038  1,629,747  11,462,785  82,354  11,545,139  △8,010  11,537,128

 セグメント利益    529,102  90,927  620,029  19,673  639,703  △326,174  313,529

（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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