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（１）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 ％

25年３月期第１四半期  2,997  4.1  226  62.2  239  54.0  146  56.2

24年３月期第１四半期  2,880  12.1  139 △30.2  155  △32.2  93 △30.3

  
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

25年３月期第１四半期  26.73 －

24年３月期第１四半期  17.12 －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第１四半期  18,118  14,018  77.4

24年３月期  17,895  13,939  77.9

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 14,018百万円   24年３月期 13,939百万円 

  
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 
24年３月期  － 7.50 － 7.50  15.00

25年３月期  －     

25年３月期（予想）   7.50 － 7.50  15.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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

第２四半期（累計）  6,114  3.5  468  53.9  482  46.5  296  47.6  54.05

通期  11,513  4.2  806  59.6  833  52.0  513  14.5  93.56

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（３）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 

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（四半期決算補足説明資料の入手方法）  

決算補足説明資料（決算説明資料）は、当社ホームページに同日掲載しております。  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更    ： 有

②  ①以外の会計方針の変更                  ： 無

③  会計上の見積りの変更                    ： 有

④  修正再表示                              ： 無

（注）詳細は、添付資料のＰ３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）会計方針の変更・会計上の見

積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期１Ｑ 5,749,000株 24年３月期 5,749,000株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 263,230株 24年３月期 263,230株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 5,485,770株 24年３月期１Ｑ 5,485,770株

 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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

 

（将来に関する記述等についてのご注意）  

 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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Ｐ３「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」

をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、中国や新興国の経済が減速傾向となり、外需に下押し圧力が強ま

っておりますが、震災後の復興需要に加えてエコカー補助金等の施策により、内需は緩やかに回復しつつありま

す。 

当貨物自動車運送業界におきましては、震災による影響で出荷量が減少した前四半期に比べて当四半期は、生産

が回復し、総輸送量は増加傾向にあります。 

当社はこのような状況下、本来業務の輸送は大型化（トレーラー化）による複合輸送で効率化を促進し、北信越

圏と関東圏を担当する新規物流センターの運営に伴い、ＩＴによる情報システムも開発し、一貫物流（製造工場→

物流センター（受入・出荷・在庫管理）→輸送（納品））を請負うことができましたので、運送の提供会社からト

ータル物流の提供会社に進化いたしました。これにより、安定的な収益の構造改革を図ることができました。 

以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は、 千円（前年同期比4.1％増）となりました。営業利益

は、設備投資が一段落し、減価償却費負担が減少いたしましたことに加え諸経費削減効果もあり、 千円

（前年同期比62.2％増）、経常利益も 千円（前年同期比54.0％増）となり、当四半期純利益は、 千

円（前年同期比56.2％増）となりました。 

  

セグメントの業績につきましては、次のとおりです。 

① 貨物自動車運送事業 

（第１営業部門） 

清涼飲料輸送の前期は震災による影響を受け、供給不足が発生しましたが、今期は順調な製品出荷となり、

輸送量が増加し増収となりました。 

びん・容器輸送も、前述の震災影響から正常出荷に戻りましたことに加え、新たに輸送担当地域が拡大いた

しましたので増収となりました。 

以上により、第１営業部門は前年同期比10.2％増となりました。  

（第２営業部門） 

石油輸送は、燃料費高騰による節約志向や低燃費車の増加に伴い輸送量は減少傾向にありますが、新輸送シ

ステムによる増車を実施する一方で車両配置見直しによる減車も行い、微減となりました。 

化成品輸送は、当社は荷主より輸送品質で評価され、前期に新規テリトリーを担当し増車しておりますの

で、新興国需要が減少する中で引続き増収となりました。 

セメント輸送は、担当していた大型公共工事が終了したことに加え、被災地の代替輸送も終了したため輸送

量が減少し、減収となりました。 

その他輸送は、小型車の専属契約車を提供しておりますが、値引き要請があり減収となりました。 

以上から、第２営業部門は前年同期比0.0％減で前期並となりました。  

この結果、関連業務の荷役作業収入を含めた当事業の売上高は、 千円（前年同期比8.5％増）とな

り、セグメント利益は 千円（前年同期比121.8％増）となりました。  

② 商品販売事業 

石油販売は、燃料費高騰に伴い市場が縮小いたしましたので、納入価格競争が激化し販売量が減少し、減収

となりました。 

セメント販売は、複数の大口納入先が完工いたしましたので、大幅な減収となりました。 

車両販売等は、中型車の販売と新規事業のソフトウエア販売等が貢献し、増収となりました。  

この結果、当事業の売上高は 千円（前年同期比5.8％減）となり、セグメント利益は 千円（前

年同期比26.5％増）となりました。  

③ 不動産賃貸事業 

自社提供施設は、テナント事業で一部空室等がでておりますが、新設の草加施設と東部北陸物流センターが

貢献し、増収となりました。 

借上施設は、季節的臨時提供施設が月遅れの提供となりましたので減収となりました。  

この結果、当事業の売上高は 千円（前年同期比1.9％減）となり、セグメント利益は 千円

（前年同期比5.5％増）となりました。  

④ その他事業 

自動車整備事業は、登録車両が減少しておりますので、車検・整備等の受託競争の激化により受注価格が低

下し、減収となりました。 

損害保険代理業等は、大口契約者の優良割引率の上昇と、更新時に付随サービスの解約等も出て、減収とな

りました。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

2,997,550

226,861

239,045 146,646

2,075,279

151,717

598,089 4,099

306,316 136,058
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この結果、当事業の売上高は 千円（前年同期比8.8％減）となり、セグメント利益は 千円前年同

期比27.2％減）となりました。   

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産）  

当第１四半期会計期間末における流動資産は 千円となり、前事業年度末と比べ 千円増加いたし

ました。これは主に現金及び預金が 千円、受取手形が 千円それぞれ増加したことによるものであり

ます。固定資産は 千円となり、前事業年度末と比べ 千円増加いたしました。これは主に有形固定

資産が 千円増加した一方で、無形固定資産が 千円、投資有価証券の時価評価等により投資その他の資

産が 千円それぞれ減少したことによるものであります。 

この結果、総資産は 千円となり、前事業年度末と比べ 千円増加いたしました。 

（負債）  

当第１四半期会計期間末における流動負債は 千円となり、前事業年度末と比べ 千円増加いたし

ました。これは主に未払金が 千円、未払費用が 千円それぞれ増加した一方で、営業未払金が

千円、未払消費税等が 千円それぞれ減少したことによるものであります。 

固定負債は 千円となり、前事業年度末と比べ 千円減少いたしました。これは主に繰延税金負債

が 千円、長期預り保証金が 千円それぞれ減少したことによるものであります。 

この結果、負債合計は 千円となり、前事業年度末と比べ 千円増加いたしました。 

（純資産）  

当第１四半期会計期間末における純資産合計は 千円となり、前事業年度末と比べ 千円増加いた

しました。これは、その他有価証券評価差額金が 千円減少した一方で、四半期純利益 千円及び剰余

金の配当 千円により利益剰余金が 千円増加したことによるものであります。 

この結果、自己資本比率は77.4％（前事業年度末は77.9％）となりました。   

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間の経営成績は概ね予想どおりに推移しているため、平成24年５月11日の決算短信で公表い

たしました第２四半期累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。    

   

（１）四半期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。   

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）   

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。  

これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそ

れぞれ 千円増加しております。 

   

該当事項はありません。   

17,864 6,718

3,813,219 193,759

173,513 23,836

14,305,279 29,494

70,519 17,478

23,546

18,118,498 223,254

1,601,847 176,679

175,667 98,767 47,214

48,816

2,498,259 32,253

18,176 16,675

4,100,107 144,426

14,018,391 78,828

26,674 146,646

41,143 105,503

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

3,061

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,252,994 2,426,508

受取手形 27,376 51,213

営業未収入金 1,141,263 1,153,197

原材料及び貯蔵品 30,311 23,014

その他 171,409 163,299

貸倒引当金 △3,895 △4,013

流動資産合計 3,619,459 3,813,219

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,620,113 3,586,771

車両運搬具（純額） 252,006 369,661

土地 7,520,861 7,520,861

その他（純額） 409,214 395,421

有形固定資産合計 11,802,196 11,872,715

無形固定資産 167,038 149,560

投資その他の資産   

投資有価証券 682,067 661,893

差入保証金 1,429,180 1,429,201

その他 195,304 191,911

貸倒引当金 △4 △3

投資その他の資産合計 2,306,548 2,283,002

固定資産合計 14,275,784 14,305,279

資産合計 17,895,243 18,118,498

負債の部   

流動負債   

支払手形 23,669 107,392

営業未払金 759,820 712,605

未払金 52,003 227,671

未払費用 180,915 279,683

未払法人税等 113,256 84,546

引当金 90,614 34,984

その他 204,887 154,963

流動負債合計 1,425,167 1,601,847

固定負債   

繰延税金負債 1,092,521 1,074,344

再評価に係る繰延税金負債 123,215 123,215

引当金 98,453 102,069

長期前受金 64,812 63,425

東部ネットワーク㈱（9036） 平成25年3月期第１四半期決算短信［日本基準］（非連結）

－ 4 －



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

長期預り保証金 1,139,603 1,122,928

資産除去債務 11,908 12,277

固定負債合計 2,530,513 2,498,259

負債合計 3,955,680 4,100,107

純資産の部   

株主資本   

資本金 553,031 553,031

資本剰余金 527,722 527,722

利益剰余金 13,401,295 13,506,798

自己株式 △194,955 △194,955

株主資本合計 14,287,092 14,392,596

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 102,271 75,596

土地再評価差額金 △449,801 △449,801

評価・換算差額等合計 △347,530 △374,205

純資産合計 13,939,562 14,018,391

負債純資産合計 17,895,243 18,118,498
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,880,049 2,997,550

売上原価 2,643,567 2,679,090

売上総利益 236,482 318,460

割賦販売未実現利益戻入額 933 399

割賦販売未実現利益繰入額 931 354

差引売上総利益 236,484 318,504

販売費及び一般管理費 96,624 91,642

営業利益 139,860 226,861

営業外収益   

受取利息 153 78

受取配当金 12,871 9,832

車両賃貸料 360 －

その他 3,699 3,955

営業外収益合計 17,085 13,866

営業外費用   

支払利息 1,520 1,682

その他 211 －

営業外費用合計 1,731 1,682

経常利益 155,213 239,045

特別利益   

固定資産売却益 6,068 1,489

特別利益合計 6,068 1,489

特別損失   

固定資産除却損 2 －

特別損失合計 2 －

税引前四半期純利益 161,280 240,535

法人税、住民税及び事業税 45,787 82,388

法人税等調整額 21,581 11,499

法人税等合計 67,368 93,888

四半期純利益 93,911 146,646
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該当事項はありません。     

該当事項はありません。  

Ⅰ 前第１四半期累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30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 

（注）１．「その他事業」は、自動車整備業及び損保代理業等であります。 

２．セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用で、報告セグメントに帰属し

ない一般管理費であります。  

３．報告セグメント利益の合計額は、四半期損益計算書計上額（営業利益）と一致しております。 

  

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１四半期累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30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 

（注）１．「その他事業」は、自動車整備業及び損保代理業等であります。 

２．セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用で、報告セグメントに帰属し

ない一般管理費であります。  

３．報告セグメント利益の合計額は、四半期損益計算書計上額（営業利益）と一致しております。 

  

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。    

（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）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント
調整額 
（注）２ 

四半期損益
計算書計上
額（注）３

貨物自動車
運送事業 

商品販売事
業 

不動産賃貸
事業 

その他事業
（注）１ 

計 

売上高               

外部顧客への売上高  1,913,332  634,961  312,157  19,598  2,880,049  －  2,880,049

計  1,913,332  634,961  312,157  19,598  2,880,049  －  2,880,049

セグメント利益  68,406  3,240  128,951  9,234  209,833  △69,973  139,860

  （単位：千円）

  

報告セグメント
調整額 
（注）２ 

四半期損益
計算書計上
額（注）３

貨物自動車
運送事業 

商品販売事
業 

不動産賃貸
事業 

その他事業
（注）１ 

計 

売上高               

外部顧客への売上高  2,075,279  598,089  306,316  17,864  2,997,550  －  2,997,550

計  2,075,279  598,089  306,316  17,864  2,997,550  －  2,997,550

セグメント利益  151,717  4,099  136,058  6,718  298,594  △71,733  226,861
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