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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） 

 

(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3四半期 30,273 3.2 788 28.5 766 12.4 367 39.5
23年3月期第3四半期 29,346 11.0 613 102.5 681 177.9 263 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 300百万円 （98.8％） 23年3月期第3四半期 151百万円 （―％）

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 12.70 12.69
23年3月期第3四半期 9.10 9.10

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 35,229 12,397 34.8
23年3月期 34,629 12,247 35.0

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  12,265百万円 23年3月期  12,134百万円

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 ― 2.00 ― 3.00 5.00
24年3月期 ― 2.00 ―

24年3月期（予想） 3.00 5.00

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 39,973 3.2 954 38.3 855 16.1 435 34.0 15.07

Mitsuru Isogai
新規スタンプ



(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  
（注）詳細は、添付資料４ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」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 

(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「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3Q 28,923,000 株 23年3月期 28,923,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 42,700 株 23年3月期 10,600 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 28,911,816 株 23年3月期3Q 28,899,516 株
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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のわが国経済は、東日本大震災で寸断したサプライチェーンの復旧による生

産活動の正常化等がプラス成長に貢献したものの、歴史的な円高や欧州債務危機に加えタイの洪水被害等

が実体経済に与える影響が大きく、足元では景気の停滞感が強まっております。 

物流業界におきましては、下期以降も生産や消費の回復基調が弱い中、国内貨物輸送量は震災の影響に

よる低迷が引続いております。消費関連貨物は個人消費の低調であることに加え、設備投資の不調による

低迷は避けられず、また建設関連貨物は公共投資や住宅投資の増加が期待されるものの、被災地における

復興需要の時期や規模が不透明であること等から、全般的に低調に推移しております。 

また、国際貨物輸送については、上期までの震災からの復興による回復基調が、下期以降は世界経済の

減速や円高基調を反映し、コンテナ貨物の荷動きは停滞局面に入っております。 

このような経営環境の下、当社グループは『総合物流企業 ＡＺＵＭＡ』の実現に向けた第１ステップ

を創造すべく、2011年度から2013年度の３ヵ年で達成すべき姿を明確にし、持続的成長への基盤づくりを

推進するための「13中期経営計画」への取り組みを開始いたしました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は302億7千3百万円と前年同四半期に比べ9億2千6

百万円（3.2％）の増収となり、営業利益は7億8千8百万円と前年同四半期に比べ1億7千4百万円（28.5％）

の増益、経常利益は7億6千6百万円と前年同四半期に比べ8千4百万円(12.4％)の増益となりました。また四

半期純利益は3億6千7百万円と前年同四半期に比べ1億4百万円(39.5％)の増益となりました。 

 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

 

①物流事業 

物流事業におきましては、国際貨物について、中国・東南アジア向けの海上コンテナの取扱量及びロ

シア・モンゴル向けの建機・プラント等の輸送が前年同四半期に比べて増加しました。 

また国内貨物においては、関東及び中部地区における輸出関連貨物及び小口配送貨物の取扱量が減少

したものの、被災したセメント工場の操業停止による他工場からの振替輸送やセメント関連製品の工場

再編によりシフトした貨物量の増加によりセメント及びセメント関連製品の輸送量が増加しました。 

これらの結果、物流事業全体の営業収益は216億7千7百万円と前年同四半期に比べ12億2千1百万円（6.

0％）の増収となり、セグメント利益は12億9千4百万円と前年同四半期に比べ7千5百万円(6.2％)の増益

となりました。 

 

②海運事業 

海運事業におきましては、内航粉体船貨物及び建設発生土等の静脈物流関連貨物の取扱量増加があっ

たものの、外航粉体船の減船や航海数の減少等により減収となりました。なお利益面においては用船料

の減少等があり増益となりました。 

これらの結果、海運事業全体の営業収益は82億7百万円と前年同四半期に比べ2億9千万円(3.4％)の減

収となったものの、セグメント利益は3億7千5百万円と前年同四半期に比べ1億2千9百万円(52.5％)の増

益となりました。 

 

③不動産事業 

不動産事業におきましては、修繕費等の減少等により若干の増益となりました。 

これらの結果、不動産事業全体の営業収益は3億8千8百万円と前年同四半期に比べ4百万円(1.1％)の減

収となったものの、セグメント利益は2億9千3百万円と前年同四半期とほぼ同額となりました。 

 

上記セグメント利益はセグメント間取引消去前の金額で記載しており、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。なお、上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

資産合計は、前連結会計年度末に比べ5億9千9百万円増加の352億2千9百万円（1.7％増）となりました。

主な要因は、現金及び預金が3億1千2百万円、減価償却により有形固定資産が3億6千2百万円、のれんの減

損損失等により無形固定資産が1億5千2百万円、時価評価差額等の減少により投資有価証券が1億4千7百万

円それぞれ減少したものの、営業債権の増加等により受取手形及び営業未収入金が16億1千8百万円増加し

たことによります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ4億4千9百万円増加の228億3千1百万円(2.0％増)となりました。主

な要因は、未払法人税等が9千4百万円、賞与引当金が1億8百万円、社債が9千6百万円、長期借入金が10億6

千6百万円、退職給付引当金が3千3百万円、特別修繕引当金が5千4百万円、繰延税金負債の減少等により固

定負債のその他が4千6百万円それぞれ減少したものの、営業未払金が5億2千7百万円、短期借入金が14億7

千9百万円それぞれ増加したこと等によります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1億4千9百万円増加の123億9千7百万円（1.2％増）となりまし

た。主な要因は、自己株式の取得により6百万円、その他有価証券評価差額金が7千1百万円、為替換算調整

勘定が1千3百万円それぞれ減少したものの、四半期純利益の計上3億6千7百万円及び配当金の支払い1億4千

4百万円により利益剰余金が2億2千2百万円、少数株主持分が1千8百万円それぞれ増加したこと等によりま

す。 

以上により、自己資本比率は34.8％と前連結会計年度末に比べて0.2ポイントの減少となりました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

今後のわが国経済は、震災の復興需要が下支えとなる一方で、復興需要効果の一巡後は欧州債務危機の

長期化や歴史的な円高を背景に輸出は伸び悩み、個人消費や国内設備投資は低調に推移するものと見込ま

れております。 

当社グループを取り巻く経営環境につきましては、国際貨物については中国、東南アジア向けのコンテ

ナやモンゴル向け貨物等の輸送量は増加傾向にあるものの、国内貨物については震災からの復旧・復興等

の時期や規模が不透明であることから、貨物の動向については予断を許さない状況であります。 

このような環境の下、当社グループでは今年度が初年度となる「13中期経営計画」が始動し、既存事業

の収益力向上や新規事業の推進、低採算・不採算事業の改善等の施策により事業構造の転換及び事業の深

化を図り、経済環境変化に耐えうる企業体質の構築に着手しております。 

その結果、当第３四半期時点において当初業績予想に対しては営業収益は増加し、利益面においては経

常利益が増加となった一方で、子会社の業績悪化に起因したのれんの減損損失の影響により四半期純利益

が減少しているものの、概ね当初業績予想どおりに推移しております。 

なお、今後の業績におきましては、先行きが不透明であることから、通期の連結業績予想につきまして

は、平成23年5月13日に公表した業績予想を変更しておりません。 
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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 

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 

税金費用の計算 

当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もり、税引前四

半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 

(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。 

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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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 3,290,161 2,977,297

受取手形及び営業未収入金 6,083,473 7,702,038

その他 1,095,966 931,881

貸倒引当金 △45,734 △43,679

流動資産合計 10,423,866 11,567,537

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,726,083 6,460,281

機械装置及び運搬具（純額） 110,147 88,580

船舶（純額） 2,034,238 1,783,159

土地 10,126,123 10,133,403

その他（純額） 478,563 647,163

有形固定資産合計 19,475,156 19,112,587

無形固定資産   

のれん 142,513 －

その他 1,437,308 1,427,027

無形固定資産合計 1,579,822 1,427,027

投資その他の資産   

投資有価証券 2,559,765 2,411,784

その他 646,384 757,889

貸倒引当金 △55,319 △47,815

投資その他の資産合計 3,150,830 3,121,858

固定資産合計 24,205,808 23,661,473

資産合計 34,629,675 35,229,011
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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   

営業未払金 4,190,564 4,718,562

短期借入金 4,467,948 5,947,534

1年内償還予定の社債 233,000 213,000

未払法人税等 192,835 98,756

賞与引当金 297,231 188,576

その他の引当金 36,509 －

その他 1,911,159 1,940,384

流動負債合計 11,329,248 13,106,814

固定負債   

社債 791,000 694,500

長期借入金 5,654,928 4,588,211

退職給付引当金 1,619,398 1,585,551

役員退職慰労引当金 30,660 －

特別修繕引当金 101,617 47,465

資産除去債務 36,899 37,504

その他 2,818,454 2,771,679

固定負債合計 11,052,957 9,724,911

負債合計 22,382,205 22,831,726

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,294,985 2,294,985

資本剰余金 1,506,024 1,506,024

利益剰余金 8,235,405 8,457,967

自己株式 △4,203 △10,669

株主資本合計 12,032,211 12,248,307

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 161,765 90,533

為替換算調整勘定 △59,480 △73,151

その他の包括利益累計額合計 102,285 17,382

少数株主持分 112,972 131,594

純資産合計 12,247,469 12,397,284

負債純資産合計 34,629,675 35,229,011
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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：千円)

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) 

営業収益 29,346,752 30,273,590

営業費用 26,708,258 27,405,143

営業総利益 2,638,494 2,868,446

販売費及び一般管理費   

従業員給料 848,104 911,050

賞与引当金繰入額 67,556 78,032

退職給付費用 56,144 58,969

役員退職慰労引当金繰入額 3,243 1,000

福利厚生費 187,325 198,088

貸倒引当金繰入額 37,166 △5,091

減価償却費 46,893 44,565

その他 778,620 793,750

販売費及び一般管理費合計 2,025,054 2,080,364

営業利益 613,439 788,081

営業外収益   

受取利息 4,766 2,035

受取配当金 26,289 31,654

持分法による投資利益 33,189 13,426

その他 183,074 99,385

営業外収益合計 247,320 146,502

営業外費用   

支払利息 127,593 116,104

その他 51,465 52,133

営業外費用合計 179,058 168,237

経常利益 681,701 766,346
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(単位：千円)

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) 

特別利益   

固定資産売却益 93,430 7,497

投資有価証券売却益 － 1

災害損失引当金戻入額 － 3,800

特別利益合計 93,430 11,299

特別損失   

固定資産処分損 1,186 3,265

リース解約損 － 860

減損損失 － 127,512

投資有価証券評価損 980 19,040

関係会社出資金評価損 － 8,423

事業撤退損 93,209 －

ゴルフ会員権評価損 2,145 77

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 1,239 －

早期割増退職金 － 396

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 10,178 －

特別損失合計 108,939 159,574

税金等調整前四半期純利益 666,192 618,071

法人税等 383,236 232,269

少数株主損益調整前四半期純利益 282,956 385,801

少数株主利益 19,834 18,676

四半期純利益 263,121 367,124
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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：千円)

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 282,956 385,801

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △121,456 △71,295

持分法適用会社に対する持分相当額 △10,151 △13,662

その他の包括利益合計 △131,607 △84,957

四半期包括利益 151,348 300,843

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 131,682 282,221

少数株主に係る四半期包括利益 19,665 18,622
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
 

(4)  セグメント情報等 

【セグメント情報】 

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） 

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 
（単位：千円） 

報告セグメント 
 

物流事業 海運事業 不動産事業 計 

調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

売上高   

  外部顧客への売上高 20,455,974 8,498,021 392,757 29,346,752 － 29,346,752

  セグメント間の内部売上高
又は振替高 

8,989 － 26,244 35,233 △35,233 －

計 20,464,964 8,498,021 419,001 29,381,986 △35,233 29,346,752

セグメント利益 1,218,834 245,964 292,943 1,757,742 △1,144,302 613,439

(注)１.セグメント利益の調整額△1,144,302千円には、セグメント間取引消去452千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△1,144,755千円が含まれております。全社費用の主なものは提出会社本社及び連結

子会社の総務部門、人事部門、管理部門等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。 

 

２  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 

該当事項はありません。 
 

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） 

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 
（単位：千円） 

報告セグメント 
 

物流事業 海運事業 不動産事業 計 

調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

売上高   

  外部顧客への売上高 21,677,945 8,207,231 388,413 30,273,590 － 30,273,590

  セグメント間の内部売上高
又は振替高 

8,298 － 26,244 34,542 △34,542 －

計 21,686,244 8,207,231 414,657 30,308,133 △34,542 30,273,590

セグメント利益 1,294,396 375,215 293,839 1,963,452 △1,175,370 788,081

(注)１.セグメント利益の調整額△1,175,370千円には、セグメント間取引消去85千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△1,175,455千円が含まれております。全社費用の主なものは提出会社本社及び連結

子会社の総務部門、人事部門、管理部門等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。 

 

２  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及びのれんの金額の重要な変動） 

「物流事業」において、のれんの減損損失を計上しております。なお、当該減損損失計上額及び当
該事象によるのれんの減少額は、当第３四半期連結累計期間においては127,512千円であります。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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