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(百万円未満切捨て)

１．平成24年3月期第３四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日）

（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３四半期 104,667 4.7 5,866 25.2 5,990 23.6 3,597 33.9
23年3月期第３四半期 100,012 21.5 4,686 64.1 4,845 58.8 2,686 39.7

(注) 包括利益 24年3月期第３四半期3,235百万円( 35.4％) 23年3月期第３四半期 2,390百万円(―％)

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３四半期 15,599 71 15,588 96
23年3月期第３四半期 11,595 52 11,586 52

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年3月期第３四半期 64,172 26,812 40.8
23年3月期 67,562 24,377 35.3

(参考) 自己資本 24年3月期第３四半期 26,166百万円  23年3月期 23,828百万円

２．配当の状況

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 ― 2,000 00 ― 2,000 00 4,000 00

24年3月期 ― 2,000 00 ―

24年3月期(予想) 0 00 2,000 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)

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 140,000 6.1 6,500 6.6 6,400 3.2 3,700 63.8 16,044 68



  

 

 

 
  

 当社は前連結会計年度より従業員持株会信託を導入しております。当該信託にかかる従業員持株会信託口

が所有する当社株式については、連結財務諸表において自己株式として会計処理しているため、「期末自己

株式数」には、従業員持株会信託口が所有する当社株式の期末株式数1,798株（24年3月期３Ｑ）、2,057株

（23年3月期）をそれぞれ含め、「期中平均株式数」からは、従業員持株会信託口が所有する当社株式の期

中平均株式数1,929株（24年3月期３Ｑ）、1,844株（23年3月期３Ｑ）を控除しております。 
  

・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いませ

ん。 
  

１．業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであ

り、実際の業績には様々な要因によって予想値と異なる場合があります。当期の予想に関する事項につ

いては、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。 

２．現在当社の普通株式については株式会社日立物流が90.12％を取得し、100％取得に向けての手続きを

進めております。平成24年2月16日開催予定の臨時株主総会で定款の一部変更及び全部取得条項付株式

の取得が決議された場合には、東京証券取引所における上場の廃止及び普通株式の全部取得により普通

株式は当社へ帰属することととなり、結果的に普通株式への配当はないことになりますので、今回平成

24年3月期の期末配当を0円に変更いたしました。 

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 有

   新規 1社（社名）PT.VANTEC INDOMOBIL LOGISTICS、除外―社（社名）

(注) 詳細は、四半期決算短信（添付資料）4ページ「2．サマリー情報（その他）に関する事項 (1)当四半期連結累

計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。

（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、四半期決算短信（添付資料）4ページ「2．サマリー情報（その他）に関する事項 (2)当四半期連結財

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
 

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む)  24年3月期３Ｑ 247,377株  23年3月期 247,371株

② 期末自己株式数  24年3月期３Ｑ 16,635株  23年3月期 16,894株

③ 期中平均株式数（四半期累計）  24年3月期３Ｑ 230,606株  23年3月期３Ｑ 231,719株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く経営環境は、東日本大震災の影響により

低下していた自動車生産は、急速に回復し、タイでの洪水の影響による自動車生産の停滞がありました

が、ほぼ震災前の水準となってまいりました。しかしながら長引く円高、欧州の金融不安などの影響に

より、先行きは依然として不透明な状況が続いております。 

 このような状況の中、当社グループは「変革への挑戦を続け、グループの更なる進化をめざす。」と

いうビジネスプランの基本方針の下、企業体質の強化を図るとともに、営業力を高めて新たな成長をめ

ざし、顧客志向に基づく商品力・マーケティング力強化に注力し、ロジスティクスとフォワーディング

の融合の深化によるハイブリッドなビジネスモデルの展開、主力事業である自動車部品物流における海

外市場での展開の加速及び非自動車分野における国内３ＰＬ大型案件の受注拡大に取り組んでまいりま

した。その具体的な取り組みとして、非自動車分野においては当社の関西地区では最大規模の面積を有

する大阪物流センター（大阪市西淀川区）を４月に開設し、自動車分野では九州地区の業務拡大に対応

するための九州第６物流センター（福岡県京都郡）が12月に完成いたしました。海外では、インド・チ

ェンナイ近郊に新たな倉庫が完成し、インドネシアにおいて新会社を設立いたしました。また、株式会

社日立物流とのシナジーを推進するにあたり、迅速かつ大胆な経営戦略の策定及び実行を可能とする経

営体制を構築するため、平成23年12月15日に当社は同社の完全子会社となる方針を決定いたしました。

 この結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績は次のとおりとなりました。 

 (単位：百万円) 

 
  

当第３四半期連結累計期間におけるセグメント別の業績については、以下のとおりであります。 

①国内物流事業  

国内物流事業につきましては、東日本大震災により大きな影響を受けた主要顧客を中心とした自動車生

産の急速な回復とともに自動車部品の堅調な荷動きを受け、工場間輸送、ＫＤ梱包作業及び完成車船積み

などが増加しました。また流通関連物流では大阪物流センターの新規稼動に伴い、関西地区における食品

を中心とした新規案件の取り込みを図りました。 

 この結果、当事業の売上高は、前年同期に比べ45億6千1百万円、6.9％増収の705億6千8百万円、営業利

益につきましては、前年同期に比べ5億8千4百万円、19.8％増益の35億3千5百万円となりました。 

②国際物流事業 

国際物流事業につきましては、世界的に不透明な経済情勢により日本発着の輸送需要は減少したもの

の、東日本大震災やタイ国での水害に伴う自動車部品等の緊急輸送の取り込みを図りました。 

 この結果、当事業の売上高は、前年同期に比べ5億8千9百万円、3.2％減収の175億2千6百万円、また営

業利益につきましては、仕入航空運賃が落ち着いた状況で推移したことにより前年同期に比べ3億5千2百

万円、41.6％増益の11億9千8百万円となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第３四半期
連結累計期間

前第３四半期
連結累計期間

前年同四半期比

増減
伸率
（％）

売上高 104,667 100,012 +4,654 +4.7

営業利益 5,866 4,686 +1,180 +25.2

経常利益 5,990 4,845 +1,145 +23.6

四半期純利益 3,597 2,686 +910 +33.9
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③海外物流事業  

海外におけるフォワーディング事業につきましては、アジアや中国をはじめとした航空貨物の海上輸送

へのシフト、物価上昇に伴うコストの増加とともに円高の進展による影響も加わり、厳しい状況で推移い

たしました。 

 一方自動車部品物流事業につきましては、主要顧客をはじめとする世界的に堅調な自動車生産の恩恵を

受け、欧米での回復とともに自動車生産の成長・拡大を取り込んだ中国・タイ・インド及びメキシコ等の

新興国でも堅調に推移しました。 

 この結果、当事業の売上高は、前年同期に比べ6億8千3百万円、4.3％増収の165億7千2百万円、営業利

益につきましては、前年同期に比べ2億4千2百万円、27.1％増益の11億3千2百万円となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比べ33億9千万円減少の641億7千2

百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金が26億7千1百万円増加した一方、現金及び預金が63

億7百万円減少したことによるものです。 

 負債合計は、前連結会計年度末と比べ58億2千5百万円減少の373億5千9百万円となりました。これは主

に借入金の減少61億3千3百万円によるものです。 

 純資産は、前連結会計年度末と比べ24億3千4百万円増加の268億1千2百万円となりました。これは主に

剰余金の配当として9億2千2百万円があった一方、四半期純利益として35億9千7百万円を計上したことに

よります。 

 この結果、自己資本比率については、前連結会計年度末に比べ5.5ポイント改善し、40.8％となりまし

た。 

  

平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年5月26日発表の数値から変更はありません。 

  

  

  

（２）連結財政状態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
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当第３四半期連結会計期間より、新たに設立した PT.VANTEC INDOMOBIL LOGISTICS を連結の範囲に

含めております。 

  

  

税金費用については、当第３四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。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

（４）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用

しております。 

 なお、国際物流業務に係る事業費用の一部（輸送事務に係る人件費及び経費）については、従来、販

売費及び一般管理費に計上していましたが、第１四半期連結会計期間より売上原価に計上する方法に変

更しました。この変更は、平成23年4月に当社が株式会社日立物流の子会社となったことに伴い、同社

との表示方法の統一を図るとともに、輸送事務費用の売上原価的要素の割合が増加傾向にあることを考

慮し、より精緻な原価管理を行うために実施したものであります。 

当該表示方法の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書の組替えを

行っております。 

 この結果、前第３四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書は、売上原価が40億7千2百万円増加

し、販売費及び一般管理費が同額減少し、その結果、売上総利益が同額減少しております。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,439 6,131

受取手形及び売掛金 19,791 22,462

有価証券 8 －

貯蔵品 80 117

繰延税金資産 1,205 1,174

その他 1,986 1,665

貸倒引当金 △103 △101

流動資産合計 35,407 31,450

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 19,603 19,585

減価償却累計額 △10,671 △11,069

建物及び構築物（純額） 8,931 8,516

機械装置及び運搬具 4,149 4,075

減価償却累計額 △3,232 △3,197

機械装置及び運搬具（純額） 916 878

土地 13,625 13,656

建設仮勘定 3 1,238

その他 1,656 1,532

減価償却累計額 △1,256 △1,162

その他（純額） 400 370

有形固定資産合計 23,878 24,659

無形固定資産   

のれん 2,253 2,128

その他 1,629 1,379

無形固定資産合計 3,883 3,507

投資その他の資産 4,376 4,541

固定資産合計 32,138 32,708

繰延資産 16 12

資産合計 67,562 64,172
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,790 13,205

短期借入金 6,972 8,168

1年内返済予定の長期借入金 5,539 1,775

未払法人税等 731 1,253

賞与引当金 1,484 985

役員賞与引当金 22 －

独禁法関連引当金 787 －

その他 4,809 4,141

流動負債合計 31,138 29,530

固定負債   

社債 2,000 2,000

長期借入金 3,698 132

長期預り金 860 876

長期未払金 714 604

繰延税金負債 1,996 1,759

退職給付引当金 2,304 1,974

役員退職慰労引当金 2 2

負ののれん 78 75

その他 391 403

固定負債合計 12,046 7,828

負債合計 43,184 37,359

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,868 3,868

資本剰余金 13,789 13,797

利益剰余金 10,050 12,725

自己株式 △2,232 △2,201

株主資本合計 25,475 28,189

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 60 54

為替換算調整勘定 △1,708 △2,077

その他の包括利益累計額合計 △1,647 △2,023

少数株主持分 549 646

純資産合計 24,377 26,812

負債純資産合計 67,562 64,172
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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３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
  至 平成23年12月31日) 

売上高 100,012 104,667

売上原価 89,177 93,246

売上総利益 10,835 11,420

販売費及び一般管理費 6,148 5,553

営業利益 4,686 5,866

営業外収益   

受取利息 15 14

受取配当金 17 21

為替差益 205 125

負ののれん償却額 12 3

持分法による投資利益 28 42

その他 54 51

営業外収益合計 334 259

営業外費用   

支払利息 138 108

株式交付費償却 5 －

支払手数料 3 －

その他 28 27

営業外費用合計 176 135

経常利益 4,845 5,990

特別利益   

固定資産売却益 187 23

投資有価証券売却益 1 0

その他 19 8

特別利益合計 207 31

特別損失   

固定資産売却損 7 0

固定資産除却損 37 10

投資有価証券売却損 － 0

投資有価証券評価損 51 3

減損損失 167 34

事業再編損 87 132

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 19 －

その他 22 14

特別損失合計 392 198

税金等調整前四半期純利益 4,660 5,824

法人税等 1,885 2,173

少数株主損益調整前四半期純利益 2,775 3,650

少数株主利益 88 53

四半期純利益 2,686 3,597
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四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
  至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,775 3,650

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 7 △6

為替換算調整勘定 △364 △385

持分法適用会社に対する持分相当額 △28 △23

その他の包括利益合計 △384 △415

四半期包括利益 2,390 3,235

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,314 3,221

少数株主に係る四半期包括利益 75 13
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 該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

    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) １ セグメント利益の調整額△２百万円は、セグメント間取引消去であります。 

   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一致しております。 

  

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日) 

      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）１ セグメント利益の調整額0百万円は、セグメント間取引消去であります。 

   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一致しております。 

  

 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）セグメント情報

(単位：百万円)

報告セグメント 調整額
四半期連結
損益計算書 
計上額

国内物流事業 国際物流事業 海外物流事業 計 (注)１ （注）２

売上高

 外部顧客への売上高 66,007 18,115 15,889 100,012 ― 100,012

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

340 133 67 541 △541 ―

計 66,348 18,248 15,957 100,553 △541 100,012

セグメント利益 2,951 846 890 4,688 △2 4,686

(単位：百万円)

報告セグメント 調整額
四半期連結
損益計算書 
計上額

国内物流事業 国際物流事業 海外物流事業 計 (注)１ （注）２

売上高

 外部顧客への売上高 70,568 17,526 16,572 104,667 ― 104,667

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

105 136 77 319 △319 ―

計 70,673 17,663 16,649 104,986 △319 104,667

セグメント利益 3,535 1,198 1,132 5,866 0 5,866

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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