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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 11,111 2.0 643 10.5 704 5.8 400 13.4
23年3月期第2四半期 10,896 7.9 582 △5.1 665 2.4 352 △8.3

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 176百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △116百万円 （―％）

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 22.24 ―
23年3月期第2四半期 19.61 ―

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 37,189 30,100 80.6
23年3月期 37,457 30,149 80.1
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  29,967百万円 23年3月期  30,018百万円

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 ― 10.00 ― 12.50 22.50
24年3月期 ― 10.00
24年3月期（予想） ― 12.50 22.50

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 22,600 4.4 1,300 9.6 1,380 4.5 800 32.0 44.47



(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が実施中です。 

※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予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料３ページ「１．（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 19,064,897 株 23年3月期 19,064,897 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,075,628 株 23年3月期 1,075,856 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 17,989,112 株 23年3月期2Q 17,989,394 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、東日本大震災によって被害を受けたサプライチェーンの復旧

や、懸念された夏場の電力不足の影響も限定的であったことなどから、回復への動きはみられるものの、一方欧州

の信用不安に起因する世界経済の減速や円高等の要因により、先行き不透明な状況が続いております。 

 物流業界におきましては、国内貨物の保管残高は震災直後に比し回復傾向にありますが、国際貨物におきまして

は、輸入貨物は増加していますが、輸出貨物は円高の影響を受けて減少しており、引き続き厳しい経営環境で推移

しました。 

 このような事業環境のもと、当社グループは、さらなる業務の品質向上を図るとともに、環境に配慮したグリー

ン経営の推進や電力需給対策に呼応した節電等にも取り組み、経営の効率化に努めました。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は11,111百万円（前年同期比2.0％増）、営業利益は643百

万円（前年同期比10.5％増）、経常利益は704百万円（前年同期比5.8％増）、四半期純利益は400百万円（前年同

期比13.4％増）となりました。 

  

（セグメント別の業績） 

 ① 倉庫業 

  倉庫業におきましては、入出庫高、保管残高とも前年同期に比し増加しました。これらの結果、倉庫業の営

業収益は2,594百万円（前年同期比7.6％増）、セグメント利益は306百万円（前年同期比78.8％増）となりま

した。 

 ② 運送業 

  運送業におきましては、取扱数量は前年同期に比し増加し、営業収益は5,839百万円（前年同期比2.4％

増）、セグメント利益は443百万円（前年同期比6.0％減）となりました。 

 ③ 国際貨物取扱業 

  国際貨物取扱業におきましては、梱包業及び通関業の取扱数量は前年同期に比し減少しました。これらの結

果、国際貨物取扱業の営業収益は2,713百万円（前年同期比4.0％減）、セグメント利益は177百万円（前年同

期比25.4％減）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・純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ267百万円減の37,189

百万円となりました。これは主に、流動資産の現金及び預金が232百万円増加しましたが、固定資産の建物及び

構築物が378百万円、投資有価証券が215百万円減少したこと等によるものです。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ218百万円減の7,088百万円となりました。これは主に、固定負

債の長期借入金が159百万円増加しましたが、流動負債の短期借入金が200百万円、災害損失引当金が137百万円

減少したこと等によるものです。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ48百万円減の30,100百万円となりました。これは主に、利益

剰余金が175百万円増加しましたが、その他有価証券評価差額金が226百万円減少したこと等によるものです。 

 以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ、0.5ポイント増の80.6%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、営業活動におけるキャ

ッシュ・フローで783百万円の増加、投資活動におけるキャッシュ・フローで186百万円の減少、財務活動におけ

るキャッシュ・フローで364百万円の減少となり、当第２四半期連結会計期間末には5,660百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、主に、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費によるものであり、783百

万円と前年同期と比べ59百万円（7.1％）の減少となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、主に、有形固定資産の取得のための支出によるものであり、186百万円と前

年同期と比べ0百万円（0.2％）の減少となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、主に、長期借入金の返済によるものであり、364百万円と前年同期と比べ121

百万円（25.0％）の減少となりました。 

  

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 

 当第２四半期連結業績は、概ね予想どおりに推移しており、現時点においては、平成23年５月19日発表の業績予

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。 

  

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：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 5,428,559 5,660,647

受取手形及び営業未収入金 3,104,202 3,126,862

貯蔵品 11,988 9,480

繰延税金資産 209,371 201,465

その他 444,090 519,514

貸倒引当金 △14,711 △15,110

流動資産合計 9,183,502 9,502,860

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,678,268 12,299,983

機械装置及び運搬具（純額） 724,492 729,156

土地 9,629,710 9,609,596

リース資産（純額） 32,588 54,473

その他（純額） 153,368 143,805

有形固定資産合計 23,218,427 22,837,015

無形固定資産 39,620 44,588

投資その他の資産   

投資有価証券 4,702,596 4,487,544

繰延税金資産 12,325 13,365

その他 316,545 314,561

貸倒引当金 △15,950 △10,374

投資その他の資産合計 5,015,516 4,805,096

固定資産合計 28,273,564 27,686,701

資産合計 37,457,066 37,189,561
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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   

支払手形及び営業未払金 1,159,616 1,134,195

短期借入金 3,310,000 3,110,000

1年内返済予定の長期借入金 825,100 733,600

リース債務 12,504 16,536

未払法人税等 270,182 296,036

賞与引当金 219,281 218,920

役員賞与引当金 17,300 8,300

災害損失引当金 137,897 －

その他 593,486 653,680

流動負債合計 6,545,368 6,171,269

固定負債   

長期借入金 429,100 588,400

リース債務 21,712 40,660

繰延税金負債 106,629 87,919

退職給付引当金 87,575 90,659

負ののれん 2,436 812

その他 114,781 109,006

固定負債合計 762,236 917,459

負債合計 7,307,605 7,088,729

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,734,294 2,734,294

資本剰余金 2,263,807 2,263,807

利益剰余金 25,847,946 26,023,037

自己株式 △930,793 △930,570

株主資本合計 29,915,255 30,090,568

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 110,827 △115,808

為替換算調整勘定 △7,318 △6,893

その他の包括利益累計額合計 103,508 △122,702

少数株主持分 130,696 132,965

純資産合計 30,149,461 30,100,832

負債純資産合計 37,457,066 37,189,561
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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 10,896,920 11,111,064

営業原価 9,997,425 10,164,636

営業総利益 899,494 946,427

販売費及び一般管理費 317,385 303,109

営業利益 582,109 643,317

営業外収益   

受取利息 651 449

受取配当金 59,572 61,863

社宅使用料 5,686 5,327

負ののれん償却額 1,624 1,624

持分法による投資利益 8,471 7,467

その他 39,396 11,148

営業外収益合計 115,402 87,880

営業外費用   

支払利息 30,548 26,756

その他 1,348 160

営業外費用合計 31,896 26,917

経常利益 665,615 704,281

特別利益   

固定資産売却益 2,912 6,221

投資有価証券売却益 2,492 －

特別利益合計 5,404 6,221

特別損失   

固定資産除却損 802 3,771

固定資産売却損 － 534

投資有価証券評価損 63,043 －

災害による損失 － 29,400

特別損失合計 63,845 33,705

税金等調整前四半期純利益 607,174 676,797

法人税、住民税及び事業税 215,331 291,377

法人税等調整額 34,878 △18,122

法人税等合計 250,209 273,254

少数株主損益調整前四半期純利益 356,964 403,543

少数株主利益 4,224 3,503

四半期純利益 352,740 400,039
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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 356,964 403,543

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △473,448 △227,115

持分法適用会社に対する持分相当額 △277 425

その他の包括利益合計 △473,726 △226,690

四半期包括利益 △116,761 176,853

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △121,013 173,828

少数株主に係る四半期包括利益 4,251 3,024
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 （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 607,174 676,797

減価償却費 631,804 597,808

負ののれん償却額 △1,624 △1,624

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,837 △5,177

賞与引当金の増減額（△は減少） △30,500 △361

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,700 △9,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,356 3,084

受取利息及び受取配当金 △60,224 △62,312

支払利息 30,548 26,756

持分法による投資損益（△は益） △8,471 △7,467

為替差損益（△は益） 297 3

投資有価証券評価損益（△は益） 63,043 －

投資有価証券売却損益（△は益） △2,492 －

固定資産除却損 802 3,091

固定資産売却損益（△は益） △2,912 △4,315

営業債権の増減額（△は増加） 12,485 △22,659

たな卸資産の増減額（△は増加） △575 2,508

その他の資産の増減額（△は増加） △24,537 △67,618

営業債務の増減額（△は減少） △18,671 △25,420

未払消費税等の増減額（△は減少） 77,792 △89,152

その他の負債の増減額（△は減少） △8,784 △5,561

小計 1,263,649 1,009,380

利息及び配当金の受取額 63,381 65,535

利息の支払額 △29,888 △27,211

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △453,766 △264,269

営業活動によるキャッシュ・フロー 843,376 783,434

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 △190,007 △222,978

有形固定資産の売却による収入 7,050 50,147

投資有価証券の取得による支出 △42,900 －

投資有価証券の売却による収入 4,492 －

子会社の清算による収入 26,505 －

その他 7,541 △14,138

投資活動によるキャッシュ・フロー △187,317 △186,970

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） － △200,000

長期借入れによる収入 200,000 510,000

長期借入金の返済による支出 △455,200 △442,200

リース債務の返済による支出 △5,867 △7,260

自己株式の増減額（△は増加） △225 136

配当金の支払額 △223,638 △224,294

少数株主への配当金の支払額 △756 △756

財務活動によるキャッシュ・フロー △485,686 △364,373

現金及び現金同等物に係る換算差額 △63 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 170,308 232,088

現金及び現金同等物の期首残高 4,582,422 5,428,559

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,752,730 5,660,647
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 該当事項はありません。 

  

報告セグメントごとの営業収益及び利益の金額に関する情報 

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） 

（注）１．セグメント利益の調整額△299,956千円には、セグメント間取引消去△4千円、各報告セグメントに配分さ

れていない全社費用△299,952千円が含まれております。全社費用は、親会社の本社管理部門に係る費用で

あります。 

２．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。 

    

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） 

（注）１．セグメント利益の調整額△284,969千円には、セグメント間取引消去1千円、各報告セグメントに配分され

ていない全社費用△284,970千円が含まれております。全社費用は、親会社の本社管理部門に係る費用であ

ります。 

２．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 
調整額 
（注）１ 
（千円）  

四半期連結 
損益計算書 
計 上 額 
（注）２ 
（千円） 

倉庫業 
(千円）  

運送業 
（千円） 

国際貨物 
取扱業 
（千円） 

計 
(千円） 

営業収益             

外部顧客への営業収益  2,389,627  5,680,605  2,826,686  10,896,920  －  10,896,920

セグメント間の内部営業
収益又は振替高 

 21,011  21,110  －  42,122  △42,122  －

計  2,410,639  5,701,716  2,826,686  10,939,042  △42,122  10,896,920

セグメント利益  171,544  471,987  238,533  882,065  △299,956  582,109

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 
（千円）  

四半期連結 
損益計算書 
計 上 額 
（注）２ 
（千円） 

倉庫業 
(千円）  

運送業 
（千円） 

国際貨物 
取扱業 
（千円） 

計 
(千円） 

営業収益             

外部顧客への営業収益  2,576,931  5,820,332  2,713,799  11,111,064  －  11,111,064

セグメント間の内部営業
収益又は振替高 

 17,576  18,870  －  36,447  △36,447  －

計  2,594,507  5,839,203  2,713,799  11,147,511  △36,447  11,111,064

セグメント利益  306,741  443,683  177,861  928,286  △284,969  643,317

（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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