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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 5,784 △0.9 124 △13.5 130 △13.8 93 3.8
24年3月期第1四半期 5,836 8.5 144 ― 151 ― 89 59.8

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 91百万円 （20.1％） 24年3月期第1四半期 75百万円 （375.9％）

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 12.28 ―
24年3月期第1四半期 11.82 ―

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 25,133 15,437 60.8
24年3月期 23,718 15,392 64.3
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  15,284百万円 24年3月期  15,248百万円

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

24年3月期 ― 4.00 ― 6.00 10.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 4.00 ― 6.00 10.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 10,800 △6.4 300 △4.3 292 △7.6 175 19.2 23.01
通期 23,300 1.1 566 57.2 538 49.0 310 81.8 40.76



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、株式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報
（注記事項）に関する事項（３）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。 

(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
四半期報告書のレビュー手続を実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づき作成したものであり、リスクや不確定な要素を含んでおりますので、実際の業績
は業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
 なお、上記予想に関する事項は添付資料２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。 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 8,258,322 株 24年3月期 8,258,322 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 653,708 株 24年3月期 653,708 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 7,604,614 株 24年3月期1Q 7,604,614 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費や設備投資に持ち直しの動きが見られ、景気が緩やか

に回復しているものの、欧州の債務危機や円高・株安の進行により、依然として厳しい状況で推移しております。 

物流業界におきましても、輸出入貨物は回復傾向にありますが、物流の合理化、高品質化への要求がますます強ま

り、これら顧客ニーズに迅速に対応していくことが求められており、大変厳しい経営環境が続いております。 

このような状況のもと、当社グループは、首都圏物流の構築、輸配送業務の強化、ＮＶＯＣＣ業務の強化等に積極

的に取り組んでまいりました。平成24年２月に稼働した新設倉庫の影響等により倉庫業務の業績は堅調に推移しまし

たが、前年同期に比べ貨物取扱量及び国内運送取扱業務等が減少しました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の営業収益は前年同期比0.9％減少の5,784百万円、営業利益は前年同期比

13.5％減少の124百万円、経常利益は前年同期比13.8％減少の130百万円、四半期純利益は特別利益に固定資産売却益

26百万円を計上したことにより前年同期比3.8％増加の93百万円となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①国内物流事業 

国内物流事業においては、新設した倉庫の影響等により倉庫業務の業績は堅調に推移しましたが、前年同期に比

べ貨物取扱高及び国内貨物運送取扱業務等が減少したことにより前年同期を下回りました。 

その結果、営業収益は前年同期比1.6％減少の4,880百万円、セグメント利益は前年同期比5.0％減少の243百万円

となりました。 

②国際物流事業 

国際物流事業においては、輸出入貨物が増加したこと及び海外子会社の業績が堅調に推移したことにより前年同

期を上回りました。 

その結果、営業収益は前年同期比4.8％増加の873百万円、セグメント利益は前年同期比0.9％増加の46百万円と

なりました。 

  

なお、不動産の賃貸事業及び物流資材の販売事業等のその他事業は、営業収益は前年同期比7.4％減少の44百万

円、セグメント利益は前年同期比28.2％減少の７百万円となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、長期貸付金の回収により「投資その他の資産」は減少しましたが、長期

借入金の増加により「現金及び預金」が増加し、また「有形固定資産」及び「無形固定資産」が増加したことにより

前連結会計年度末に比べ1,415百万円増加し25,133百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、「短期借入金」及び「長期借入金」の増加等により、前連結会計年度

末に比べ1,370百万円増加し9,696百万円となり、また、当第１四半期連結会計期間末の純資産は、「利益剰余金」の

増加等により、前連結会計年度末に比べ44百万円増加し15,437百万円となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年５月18日に公表しました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 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、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１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益に与える影響は軽微であります。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,418,679 4,220,216

受取手形及び営業未収入金 3,529,546 3,556,959

有価証券 1,000,115 500,039

繰延税金資産 109,986 49,304

その他 467,402 513,694

貸倒引当金 △3,413 △3,475

流動資産合計 8,522,317 8,836,737

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,673,909 8,351,365

機械装置及び運搬具（純額） 514,760 526,862

工具、器具及び備品（純額） 60,520 61,008

土地 2,971,108 2,961,108

リース資産（純額） 14,930 12,649

有形固定資産合計 11,235,230 11,912,995

無形固定資産   

港湾等施設利用権 1,484,324 2,176,261

その他 375,543 347,776

無形固定資産合計 1,859,867 2,524,037

投資その他の資産   

投資有価証券 950,868 894,849

長期貸付金 225,659 24,200

差入保証金 788,983 809,346

繰延税金資産 22,551 23,995

その他 119,885 114,832

貸倒引当金 △7,190 △7,109

投資その他の資産合計 2,100,757 1,860,115

固定資産合計 15,195,855 16,297,148

資産合計 23,718,172 25,133,885



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 2,176,615 2,063,446

短期借入金 1,442,537 1,680,505

未払法人税等 65,400 16,633

賞与引当金 233,622 118,433

役員賞与引当金 2,150 570

その他 313,883 320,339

流動負債合計 4,234,208 4,199,928

固定負債   

長期借入金 2,605,706 4,017,829

繰延税金負債 299,456 264,349

退職給付引当金 980,230 1,009,340

その他 206,409 205,286

固定負債合計 4,091,802 5,496,805

負債合計 8,326,011 9,696,734

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,108,000 2,108,000

資本剰余金 1,862,230 1,862,230

利益剰余金 11,814,978 11,862,699

自己株式 △585,825 △585,825

株主資本合計 15,199,384 15,247,105

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 113,020 76,452

為替換算調整勘定 △63,417 △39,208

その他の包括利益累計額合計 49,602 37,243

少数株主持分 143,173 152,802

純資産合計 15,392,161 15,437,151

負債純資産合計 23,718,172 25,133,885



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

営業収益 5,836,605 5,784,587

営業原価 5,254,060 5,236,882

営業総利益 582,545 547,704

販売費及び一般管理費 438,079 422,811

営業利益 144,466 124,893

営業外収益   

受取利息 2,476 1,865

受取配当金 12,074 13,051

不動産賃貸料 5,645 5,656

その他 3,469 6,481

営業外収益合計 23,666 27,055

営業外費用   

支払利息 14,433 16,050

為替差損 2,238 5,382

営業外費用合計 16,671 21,432

経常利益 151,461 130,516

特別利益   

固定資産売却益 878 26,562

特別利益合計 878 26,562

特別損失   

固定資産除却損 1 1,054

役員退職慰労金 － 3,570

その他 1 －

特別損失合計 3 4,624

税金等調整前四半期純利益 152,336 152,454

法人税、住民税及び事業税 10,249 11,898

法人税等調整額 47,511 44,355

法人税等合計 57,760 56,254

少数株主損益調整前四半期純利益 94,575 96,200

少数株主利益 4,651 2,851

四半期純利益 89,924 93,348



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

少数株主損益調整前四半期純利益 94,575 96,200

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △29,385 △36,568

為替換算調整勘定 10,684 31,475

その他の包括利益合計 △18,700 △5,093

四半期包括利益 75,875 91,107

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 69,790 80,989

少数株主に係る四半期包括利益 6,084 10,117



 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（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営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産の賃貸事業及び物

流資材の販売事業等を含んでおります。 

   ２．セグメント利益の調整額△168,307千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△168,440

千円及びその他の調整額133千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費であります。 

   ３．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。 

   

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（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営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産の賃貸事業及び物

流資材の販売事業等を含んでおります。 

   ２．セグメント利益の調整額△172,673千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△172,767

千円及びその他の調整額93千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一

般管理費であります。 

   ３．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。 

  

（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

  

報告セグメント 
その他 

（注）１ 
合計 

調整額 

（注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注）３ 
国内物流 国際物流 計 

 営業収益        

外部顧客への営業収

益 
 4,960,143  833,417  5,793,561  43,044  5,836,605  －  5,836,605

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  4,716  4,716  △4,716  －

計  4,960,143  833,417  5,793,561  47,760  5,841,322  △4,716  5,836,605

 セグメント利益  256,170  46,590  302,761  10,013  312,774  △168,307  144,466

  

報告セグメント 
その他 

（注）１ 
合計 

調整額 

（注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注）３ 
国内物流 国際物流 計 

 営業収益        

外部顧客への営業収

益 
 4,880,010  873,213  5,753,224  31,362  5,784,587  －  5,784,587

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  12,847  12,847  △12,847  －

計  4,880,010  873,213  5,753,224  44,210  5,797,434  △12,847  5,784,587

 セグメント利益  243,381  46,997  290,378  7,187  297,566  △172,673  124,893
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