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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）

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 71,484 △3.2 3,243 24.1 2,699 39.2 1,411 16.4
23年3月期第3四半期 73,831 △4.1 2,613 △20.5 1,939 △20.8 1,212 △33.2

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 2,013百万円 （98.2％） 23年3月期第3四半期 1,016百万円 （―％）

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 16.03 ―
23年3月期第3四半期 13.77 ―

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 147,232 22,182 14.7
23年3月期 146,385 20,440 13.6
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  21,661百万円 23年3月期  19,958百万円

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 4.00 4.00

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   

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 106,000 △1.9 4,200 16.8 3,000 13.4 1,400 △5.8 15.90



(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いません。 

※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、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3Q 107,301,583 株 23年3月期 107,301,583 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 19,260,983 株 23年3月期 19,259,109 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 88,041,663 株 23年3月期3Q 88,048,404 株
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当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災の後、サプライチェーンの回復や各種の政

策効果などにより、生産や輸出、個人消費などに持ち直しの動きが見られたものの、海外経済の減速や

円高の影響などから改善の動きは鈍化傾向となりました。 

 このような状況の中、当社グループにおいては、石油製品販売業では、原油価格の上昇に伴う販売単

価の上昇により、また、生活用品販売業では、防災や節電関連商品の売上が拡大し、それぞれ増収とな

りました。一方、運輸業の貸切バス・タクシー部門やレジャー・サービス業では、震災による出控え傾

向などにより、また、不動産業の分譲部門では、マンションの供給戸数の減少により、それぞれ減収と

なりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、営業収益は71,484百万円（前年同四半期比2,346百

万円、3.2％減）となり、営業利益は3,243百万円（前年同四半期比629百万円、24.1％増）、経常利益

は2,699百万円（前年同四半期比760百万円、39.2％増）、四半期純利益は1,411百万円（前年同四半期

比199百万円、16.4％増）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末（平成23年12月31日現在）における財政状態は、総資産は賃貸事業用土

地・建物の新規取得等により147,232百万円（前連結会計年度末比847百万円増）となりました。また、

負債は支払手形及び買掛金の減少等により125,050百万円（前連結会計年度末比894百万円減）となりま

した。純資産は利益剰余金の増加等により22,182百万円（前連結会計年度末比1,741百万円増）となり

ました。 

  

国内経済の先行きは不透明な状況が続いておりますが、当第３四半期連結累計期間の業績はほぼ予想

どおりに推移しており、通期の連結業績予想につきましては、現時点では平成23年11月7日に開示した

内容を変更しておりません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

（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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該当事項はありません。  

  

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。  

  

該当事項はありません。  

  

 （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。 

  

 （退職給付引当金） 

従来当社の連結子会社三交不動産㈱は、合併前の旧三交不動産㈱及び旧三交ホーム㈱並びに旧㈱ア

ンク３社の退職給付制度をそれぞれ有しておりましたが、当第３四半期連結会計期間において退職給付

制度を統合しております。また、これに伴い旧三交ホーム㈱及び旧㈱アンクより引継いだ退職給付制度

について採用しておりました退職給付引当金の計上基準を簡便法から原則法に変更しております。この

変更に伴う差額168,192千円は、「退職給付費用」として特別損失に計上しております。 

  

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

（４）追加情報
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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 4,890,711 4,350,967

受取手形及び売掛金 4,854,445 5,085,269

商品及び製品 1,235,507 1,373,986

販売用不動産 41,812,579 41,210,604

仕掛品 492,300 708,116

原材料及び貯蔵品 223,282 244,460

その他 3,601,700 3,391,051

貸倒引当金 △40,251 △36,191

流動資産合計 57,070,276 56,328,264

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 29,092,772 30,542,189

土地 39,928,060 41,730,784

その他（純額） 6,223,121 5,066,481

有形固定資産合計 75,243,954 77,339,455

無形固定資産

のれん 18,482 4,703

その他 562,372 505,534

無形固定資産合計 580,854 510,238

投資その他の資産

その他 13,564,023 13,108,269

貸倒引当金 △74,029 △53,575

投資その他の資産合計 13,489,993 13,054,693

固定資産合計 89,314,803 90,904,387

資産合計 146,385,079 147,232,652

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,578,887 3,405,208

短期借入金 22,425,000 27,585,000

1年内返済予定の長期借入金 13,575,062 21,924,374

未払法人税等 396,168 896,725

引当金 1,922,898 1,301,551

その他 9,736,663 9,910,411

流動負債合計 52,634,680 65,023,269

固定負債

長期借入金 50,430,994 36,975,432

退職給付引当金 1,526,673 1,803,399

引当金 60,531 60,531

資産除去債務 67,429 68,515

負ののれん 193,087 85,343

長期預り保証金 15,536,314 16,115,590

その他 5,494,865 4,918,092

固定負債合計 73,309,895 60,026,904

負債合計 125,944,575 125,050,174
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 3,000,000 3,000,000

資本剰余金 8,216,911 8,216,948

利益剰余金 8,206,538 9,351,635

自己株式 △2,468,136 △2,468,598

株主資本合計 16,955,314 18,099,986

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,261,679 2,504,507

繰延ヘッジ損益 64,436 △26,424

土地再評価差額金 676,932 1,083,544

その他の包括利益累計額合計 3,003,048 3,561,628

少数株主持分 482,141 520,863

純資産合計 20,440,503 22,182,477

負債純資産合計 146,385,079 147,232,652
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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 73,831,829 71,484,922

営業費用

運輸業等営業費及び売上原価 56,901,870 54,538,049

販売費及び一般管理費 14,316,027 13,703,757

営業費用合計 71,217,898 68,241,807

営業利益 2,613,930 3,243,114

営業外収益

受取配当金 172,019 185,170

負ののれん償却額 106,277 93,965

その他 188,988 149,433

営業外収益合計 467,284 428,569

営業外費用

支払利息 1,094,671 948,654

その他 46,640 23,049

営業外費用合計 1,141,312 971,703

経常利益 1,939,902 2,699,980

特別利益

固定資産売却益 4,316 10,590

有価証券売却益 0 11,485

その他 97,748 1,711

特別利益合計 102,065 23,787

特別損失

投資有価証券評価損 10,723 105,856

退職給付費用 － 168,192

その他 266,666 76,397

特別損失合計 277,389 350,447

税金等調整前四半期純利益 1,764,577 2,373,320

法人税等 535,550 917,996

少数株主損益調整前四半期純利益 1,229,027 1,455,324

少数株主利益 16,674 43,577

四半期純利益 1,212,353 1,411,746
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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 1,229,027 1,455,324

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △198,624 241,773

繰延ヘッジ損益 △13,549 △90,861

土地再評価差額金 － 406,612

持分法適用会社に対する持分相当額 △785 1,054

その他の包括利益合計 △212,959 558,579

四半期包括利益 1,016,067 2,013,903

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 999,393 1,970,326

少数株主に係る四半期包括利益 16,674 43,577
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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） 

  該当事項はありません。 

  

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） 

  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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象
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