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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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2四半期 19,699 △0.5 483 11.4 454 6.3 246 295.0
24年3月期第2四半期 19,795 3.8 434 31.6 427 4.9 62 △59.1

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 137百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 7百万円 （△59.4％）

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2四半期 8.66 ―
24年3月期第2四半期 2.15 2.15

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 34,051 12,426 36.1
24年3月期 34,762 12,389 35.3
（参考） 自己資本 25年3月期第2四半期 12,287百万円 24年3月期 12,254百万円

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 ― 2.00 ― 3.00 5.00
25年3月期 ― 2.00
25年3月期（予想） ― 3.00 5.00

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、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 40,398 0.2 719 △27.2 648 △28.8 368 △4.7 12.98

Mitsuru Isogai
かもめ



(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「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」（2）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

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、添付資料４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「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2Q 28,923,000 株 24年3月期 28,923,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 510,663 株 24年3月期 510,600 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 28,412,395 株 24年3月期2Q 28,912,400 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２四半期連結累計期間のわが国経済は、復興需要の本格化や個人消費を中心とした内需が景気を下支

えしていたものの、世界経済の減速を主因として停滞感が強まっております。 

物流業界におきましては、生産等の回復や前年度の反動による輸出入の伸びや輸送量増加が認められるも

のの、業種全般に亘って足元での荷動き悪化の傾向が見られております。 

また、国際貨物輸送については、輸出は欧州政府債務危機の長期化や日本の最大輸出相手国である中国経

済の減速等により貨物量の回復の足取りは重くなっております。一方輸入は震災後の緊急輸入の反動減があ

ったものの、新興国での機械類生産増加や日本企業の海外進出に伴う逆輸入の増加等により荷動きは堅調に

推移しております。 

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「13中期経営計

画」の２年目を迎え、持続的成長への基盤づくりを具体化するための施策に取り組んでおります。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は196億9千9百万円と前年同四半期に比べ9千6百万円

（0.5％）の減収となり、営業利益は4億8千3百万円と前年同四半期に比べ4千9百万円（11.4％）の増益、経

常利益は4億5千4百万円と前年同四半期に比べ2千6百万円(6.3％)の増益となりました。また四半期純利益は2

億4千6百万円と前年同四半期に比べ1億8千3百万円(295.0％)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 

国際貨物について、ロシア向けのパイプ等の輸送は増加したものの、中国・東南アジア向けの海上コンテ

ナの取扱量及びモンゴル向けの建機・プラント等の輸送は前年同四半期に比べて減少しました。 

また国内貨物においては、輸出入貨物低迷による取扱減やガラス等の建材輸送の減少があったものの、関

東・中部地区での倉庫稼働率の向上やセメントの陸上輸送量が増加基調となりました。 

これらの結果、物流事業全体の営業収益は136億7千3百万円と前年同四半期に比べ4億1千万円（2.9％）の

減収となり、セグメント利益は8億4千4百万円と前年同四半期に比べ5千5百万円(7.1％)の増益となりまし

た。 

 

②海運事業 

外航セメント船の航海数の減少があったものの、外航粉体船の新規航路による増収効果や国内におけるセ

メント需要増に対応した内航セメント船の航海数増加やセメント原料に関連する粉体船貨物の取扱量増加が

ありました。 

これらの結果、海運事業全体の営業収益は57億9千4百万円と前年同四半期に比べ3億4千1百万円(6.3％)の

増収となり、セグメント利益は3億1千4百万円と前年同四半期に比べ7千7百万円(32.8％)の増益となりまし

た。 

 

③不動産事業 

賃料改定等により減収減益となりました。 

これらの結果、不動産事業全体の営業収益は2億3千1百万円と前年同四半期に比べ2千7百万円(10.7％)の減

収となり、セグメント利益は1億7千2百万円と前年同四半期に比べ2千4百万円(12.4％)の減益となりました。 

 

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7億1千1百万円減少の340億5千1百万円（2.0％減）となりました。主

な要因は、現金及び預金が2億9千7百万円、営業債権の減少等により受取手形及び営業未収入金が1億9千3百

万円、時価評価差額等の減少により投資有価証券が1億9千8百万円それぞれ減少したこと等によります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ7億4千9百万円減少の216億2千4百万円(3.4％減)となりました。主な

要因は、短期借入金が8億7千7百万円増加したものの、営業未払金が3億9千9百万円、未払法人税等が5千7百

万円、預り金の減少等により流動負債のその他が1億4百万円、社債が9千6百万円、長期借入金が8億4百万

円、退職給付引当金が6千7百万円それぞれ減少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3千7百万円増加の124億2千6百万円（0.3％増）となりました。主

な要因は、その他有価証券評価差額金が1億1千5百万円減少したものの、四半期純利益の計上2億4千6百万円、

配当金の支払い8千5百万円及び決算期の変更に伴う子会社剰余金の減少1千4百万円等により利益剰余金が1億

4千6百万円、少数株主持分が5百万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36.1％と前連結会計年度末に比べて0.8ポイントの増加となりました。 

 

(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、内需の下支えとなった個人消費や震災の復興需要についての効果が一巡するほか、

海外の景気回復の遅れへの懸念から企業の設備投資姿勢が慎重さを増しつつあることなど、下期以降は景気

の下振れリスクがかなり強まるものと予想されます。 

当社グループを取り巻く経営環境につきましては、国内貨物については、食料品やセメントを除く各業種

における荷動きの低迷が予想されており、国際貨物についても対中摩擦に起因する中国向けのコンテナ輸送

量減少の懸念やモンゴル向け貨物等の輸送量の動向が不透明であることから、引き続き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２年目となる「13中期経営計画」への取組みにおいて、

昨年度に引き続き、既存事業の収益力向上や低採算・不採算事業の改善、更には新規事業への取組み強化に

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を推進しております。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、当初業績予想に対して営業収益は減少したものの、利益

面においては営業利益以降の利益が増加となりました。 

なお、下期以降の業績に関しましては、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24年5月14日に公表した業績予想を変更しておりません。 

詳細につきましては、本日平成24年10月31日公表の「平成25年3月期第２四半期（累計）連結業績予想と実

績との差異に関するお知らせ」をご参照下さい。 
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２．サマリー情報（注記事項）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 

（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） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これによる影響額は軽微であります。 

 

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24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,918,858 2,621,141

受取手形及び営業未収入金 7,426,927 7,232,967

その他 918,164 1,054,036

貸倒引当金 △64,122 △55,980

流動資産合計 11,199,827 10,852,166

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,365,877 6,294,477

機械装置及び運搬具（純額） 77,975 83,208

船舶（純額） 1,720,111 1,565,174

土地 10,122,403 10,122,403

その他（純額） 620,585 649,738

有形固定資産合計 18,906,953 18,715,001

無形固定資産

その他 1,433,810 1,445,691

無形固定資産合計 1,433,810 1,445,691

投資その他の資産

投資有価証券 2,542,154 2,344,101

その他 783,300 796,236

貸倒引当金 △103,136 △102,191

投資その他の資産合計 3,222,319 3,038,146

固定資産合計 23,563,083 23,198,840

資産合計 34,762,910 34,051,006

負債の部

流動負債

営業未払金 4,877,060 4,477,881

短期借入金 5,597,014 6,474,014

1年内償還予定の社債 193,000 193,000

未払法人税等 317,706 260,593

賞与引当金 311,651 308,612

資産除去債務 － 16,283

その他 1,904,982 1,800,738

流動負債合計 13,201,415 13,531,122

固定負債

社債 598,000 501,500

長期借入金 4,342,083 3,537,327

退職給付引当金 1,568,153 1,500,222

特別修繕引当金 58,664 81,062
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産除去債務 37,705 27,328

その他 2,567,887 2,445,447

固定負債合計 9,172,494 8,092,887

負債合計 22,373,909 21,624,009

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 8,477,654 8,624,401

自己株式 △125,058 △125,071

株主資本合計 12,153,606 12,300,339

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 171,964 56,344

為替換算調整勘定 △70,820 △68,975

その他の包括利益累計額合計 101,143 △12,630

少数株主持分 134,251 139,288

純資産合計 12,389,001 12,426,997

負債純資産合計 34,762,910 34,051,006
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

営業収益 19,795,847 19,699,322

営業費用 17,965,035 17,781,336

営業総利益 1,830,811 1,917,986

販売費及び一般管理費

従業員給料 532,523 544,547

賞与引当金繰入額 124,406 130,754

退職給付費用 38,246 34,855

役員退職慰労引当金繰入額 1,000 －

福利厚生費 129,711 142,127

貸倒引当金繰入額 △1,757 △6,513

減価償却費 28,893 32,114

その他 543,257 556,217

販売費及び一般管理費合計 1,396,282 1,434,104

営業利益 434,529 483,882

営業外収益

受取利息 1,400 1,089

受取配当金 22,518 22,333

持分法による投資利益 6,306 －

その他 79,006 47,346

営業外収益合計 109,231 70,769

営業外費用

支払利息 78,697 66,091

持分法による投資損失 － 3,812

その他 37,616 30,470

営業外費用合計 116,314 100,374

経常利益 427,447 454,277

特別利益

固定資産売却益 6,116 29,073

投資有価証券売却益 1 －

特別利益合計 6,117 29,073

特別損失

固定資産処分損 2,311 13,763

減損損失 127,512 －

投資有価証券評価損 13,400 1,393

ゴルフ会員権評価損 52 50

事務所移転費用 － 2,964

早期割増退職金 396 －

特別損失合計 143,672 18,171

税金等調整前四半期純利益 289,892 465,178

法人税等 212,277 214,712
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 77,614 250,466

少数株主利益 15,332 4,432

四半期純利益 62,282 246,034
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 77,614 250,466

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △66,527 △115,502

持分法適用会社に対する持分相当額 △3,247 2,037

その他の包括利益合計 △69,774 △113,465

四半期包括利益 7,840 137,001

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △7,473 131,964

少数株主に係る四半期包括利益 15,313 5,037
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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２四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年９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 
（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 14,083,686 5,452,663 259,497 19,795,847 － 19,795,847

  セグメント間の内部売上高
又は振替高 

5,505 － 17,496 23,001 △23,001 －

計 14,089,191 5,452,663 276,993 19,818,848 △23,001 19,795,847

セグメント利益 789,228 236,557 197,194 1,222,980 △788,451 434,529

(注)１.セグメント利益の調整額△788,451千円には、セグメント間取引消去60千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△788,511千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２四半期連結累計期間においては127,512千円であります。 

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年９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 
（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 13,673,633 5,794,082 231,607 19,699,322 － 19,699,322

  セグメント間の内部売上高
又は振替高 

18,744 120 17,496 36,360 △36,360 －

計 13,692,377 5,794,202 249,103 19,735,683 △36,360 19,699,322

セグメント利益 844,992 314,043 172,759 1,331,795 △847,913 483,882

(注)１.セグメント利益の調整額△847,913千円には、セグメント間取引消去647千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△848,651千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。 
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３  報告セグメントの変更等に関する事項 

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に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、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は、改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変更し

ております。 

当該変更による影響額は軽微であります。 

 

(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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