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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 11,762 4.2 444 17.0 414 24.5 248 39.6
24年3月期第2四半期 11,291 3.2 380 △27.0 332 △28.1 178 △21.4

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 252百万円 （42.0％） 24年3月期第2四半期 178百万円 （△9.9％）

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2四半期 33.33 ―
24年3月期第2四半期 23.87 ―

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 23,681 10,514 44.0
24年3月期 23,575 10,321 43.4
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  10,428百万円 24年3月期  10,238百万円

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00
25年3月期 ― 8.00
25年3月期（予想） ― 8.00 16.00

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 24,700 8.7 950 14.7 840 12.2 430 15.2 57.63



(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Ｐ．３「（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）詳細は、添付資料Ｐ．３「（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
半期連結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予想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仮定及び業績
予想のご利用にあたっての注意事項については、添付資料Ｐ．２「（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 7,546,000 株 24年3月期 7,546,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 84,922 株 24年3月期 84,902 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 7,461,097 株 24年3月期2Q 7,461,111 株
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（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におけるわが国経済は、復興需要や個人消費の下支えにより緩やかな回復傾向を示

してきたものの、後半は海外経済の減速、円高の長期化、政策効果の剥落などにより、停滞感が強まる状況とな

ってまいりました。 

このような状況下、当社グループにおきましては、エアコンや飲料等の季節商品の取り扱いが堅調に推移した

ほか、前期より稼働した新規のセンター業務を中心に貨物取扱量が回復いたしました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益（売上高）は117億62百万円（前年同期比4.2％増）となりま

した。 

一方、利益面におきましては、増収に伴う粗利益の増加に加え、作業効率の向上に伴う労務費の削減、前期に

計上した震災対応のための倉庫賃借料の減少等により、営業利益は４億44百万円（前年同期比17.0％増）、経常

利益は４億14百万円（前年同期比24.5％増）、四半期純利益は特別損益の改善もあり、２億48百万円（前年同期

比39.6％増）となりました。 

セグメント別の営業収益の状況は次のとおりであります。 

物流事業の営業収益は116億71百万円（前年同期比4.1％増）となりました。その内訳は、輸送部門が75億３百

万円（前年同期比2.6％増）、倉庫部門は41億68百万円（前年同期比6.8％増）となりました。 

その他（不動産事業）は90百万円（前年同期比17.8％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の資産の部合計は、前連結会計年度末に比べ、１億６百万円増加の236億81百万

円となりました。主な要因は、現金及び預金、建物及び構築物が減少したものの、機械装置、土地、ソフトウェ

ア及びソフトウェア仮勘定が増加したためであります。 

負債の部合計は、前連結会計年度末に比べ、86百万円減少の131億67百万円となりました。主な要因は、短期

借入金及び設備支払手形が増加したものの、長期借入金及び営業未払金が減少したためであります。 

純資産の部合計は、前連結会計年度末に比べ、１億93百万円増加の105億14百万円となりました。主な要因

は、利益剰余金の増加によるものです。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は９億56百万円となり、

前連結会計年度末より１億１百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりで

あります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は５億16百万円（前年同期比４百万円減）となりました。これは主に税金等調整

前四半期純利益４億８百万円及び減価償却費２億86百万円などによる収入に対し、法人税等の支払額１億85百万

円による支出があったことなどによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果支出した資金は４億58百万円（前年同期比２億67百万円増）となりました。これは主に有形固

定資産の取得による支出２億52百万円及び無形固定資産の取得による支出１億43百万円があったことなどによる

ものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果支出した資金は１億59百万円（前年同期比１億86百万円減）となりました。これは主に長期借

入による収入３億20百万円及び短期借入金の純増加額１億50百万円に対し、長期借入金の返済による支出５億64

百万円及び配当金の支払額59百万円があったことなどによるものです。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、概ね予想通りに推移しており、現時点においては平成24年５

月10日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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、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２四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

純利益はそれぞれ４百万円増加しております。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：百万円）

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 1,083 982

受取手形及び営業未収入金 3,682 3,670

販売用不動産 94 80

繰延税金資産 65 65

その他 234 236

貸倒引当金 △8 △6

流動資産合計 5,150 5,030

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,615 4,545

機械装置及び運搬具（純額） 154 237

土地 10,845 10,881

建設仮勘定 38 21

その他（純額） 151 163

有形固定資産合計 15,806 15,849

無形固定資産 390 510

投資その他の資産   

投資有価証券 308 318

繰延税金資産 313 314

その他 1,605 1,665

貸倒引当金 － △6

投資その他の資産合計 2,227 2,291

固定資産合計 18,424 18,651

資産合計 23,575 23,681
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 2,203 2,127

短期借入金 3,876 4,082

1年内償還予定の社債 － 50

未払法人税等 198 172

賞与引当金 112 113

その他 611 679

流動負債合計 7,001 7,226

固定負債   

社債 500 450

長期借入金 5,061 4,760

退職給付引当金 310 331

負ののれん 9 7

その他 371 391

固定負債合計 6,252 5,941

負債合計 13,254 13,167

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,284 1,284

資本剰余金 1,086 1,086

利益剰余金 7,896 8,085

自己株式 △59 △59

株主資本合計 10,207 10,396

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 40 39

為替換算調整勘定 △9 △7

その他の包括利益累計額合計 30 31

少数株主持分 82 85

純資産合計 10,321 10,514

負債純資産合計 23,575 23,681
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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：百万円）

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 11,291 11,762

営業原価 10,585 10,971

営業総利益 706 790

販売費及び一般管理費 325 346

営業利益 380 444

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 2 3

負ののれん償却額 2 2

受取保険金 3 3

受取補償金 － 13

その他 14 12

営業外収益合計 23 34

営業外費用   

支払利息 60 57

その他 9 7

営業外費用合計 70 65

経常利益 332 414

特別利益   

固定資産売却益 1 0

特別利益合計 1 0

特別損失   

固定資産売却損 － 3

固定資産除却損 38 0

投資有価証券評価損 － 2

関係会社整理損 11 －

特別損失合計 49 6

税金等調整前四半期純利益 284 408

法人税等 107 158

少数株主損益調整前四半期純利益 177 250

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1 1

四半期純利益 178 248

遠州トラック㈱　（9057）　平成25年３月期　第２四半期決算短信

－ 6 －



（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：百万円）

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 177 250

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1 △1

為替換算調整勘定 2 4

その他の包括利益合計 1 2

四半期包括利益 178 252

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 178 249

少数株主に係る四半期包括利益 0 3
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 284 408

減価償却費 270 286

支払利息 60 57

関係会社整理損 11 －

有形固定資産売却損益（△は益） △1 2

有形固定資産除却損 38 0

売上債権の増減額（△は増加） △43 4

たな卸資産の増減額（△は増加） 5 12

仕入債務の増減額（△は減少） 23 △75

その他 39 53

小計 689 751

利息及び配当金の受取額 3 3

利息の支払額 △56 △52

法人税等の支払額 △115 △185

営業活動によるキャッシュ・フロー 521 516

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △175 △252

有形固定資産の売却による収入 17 3

無形固定資産の取得による支出 △25 △143

その他 △7 △65

投資活動によるキャッシュ・フロー △190 △458

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △60 150

長期借入れによる収入 310 320

長期借入金の返済による支出 △531 △564

配当金の支払額 △59 △59

その他 △5 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △346 △159

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △15 △101

現金及び現金同等物の期首残高 886 1,058

現金及び現金同等物の四半期末残高 871 956
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。   

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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