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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）

営業収入 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 7,048 26.3 776 11.1 746 16.0 495 37.2
24年3月期第2四半期 5,580 4.8 698 13.5 643 12.4 361 18.4

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 486百万円 （34.9％） 24年3月期第2四半期 360百万円 （21.2％）

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 99.41 ―
24年3月期第2四半期 72.46 ―

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 24,973 12,788 51.2
24年3月期 25,310 12,351 48.8
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  12,788百万円 24年3月期  12,351百万円

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  
25年３月期期末配当金の内訳 普通配当 10円00銭 
                    記念配当 10円00銭 

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 ― ― ― 10.00 10.00
25年3月期 ― ―
25年3月期（予想） ― 20.00 20.00

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   

営業収入 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 11,758 10.4 1,089 8.4 992 9.5 609 139.3 122.24



(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）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Ｐ．３「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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に
対する四半期レビュー手続きが実施中です。 

※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「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 5,000,000 株 24年3月期 5,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 15,933 株 24年3月期 15,933 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 4,984,067 株 24年3月期2Q 4,984,434 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におけるわが国の経済は、深刻化する欧州諸国の財政危機問題や日中関係の悪化等を背景

に、長期化する円高及びデフレの進行などによる景気回復への影響が懸念される中、先行きが不透明な状況で推移しま

　した。

物流業界におきましては、中国などアジア関連や欧州向け国際貨物輸送量が引続き減少傾向となり、長引く景気低迷や

欧州債務問題の長期化などの影響により、国内貨物輸送量は停滞傾向となりました。また、再上昇に転じた原油価格の影

響で燃油価格は高値水準にあり、激化する企業間競争や顧客のコスト削減による低運賃・低価格化とあいまって、引続き

　厳しい環境でありました。

このような経営環境の下で当社グループは、お客様の立場に立ったより良い物流サービスを提案、提供し、既存顧客と

の取引拡大と新規顧客の開拓を積極的に推進するとともに、コスト削減のため輸送の効率化と経費節減にも積極的に取組

　んでまいりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の営業収入は、建設事業において完成高が増加したことなどにより70億4千8百

万円（前年同四半期比26.3％増）となり、営業利益は7億7千6百万円（前年同四半期比11.1％増）、経常利益は7億4千6百

　万円（前年同四半期比16.0％増）、四半期純利益は4億9千5百万円（前年同四半期比37.2％増）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて6.1％減少し、4,352百万円となりました。これは、主に南総建設㈱における

請負工事に係る営業未収金の増加及び未成工事支出金の減少が要因であります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ

　て0.3％減少し、20,621百万円となりました。これは主に資産減価償却による減少が要因であります。

　　この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて336百万円減少し、24,973百万円になりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて6.8％減少し、5,838百万円となりました。これは、主に南総建設㈱における

請負工事に係る営業未払金の減少が要因であります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて5.2％減少し、6,346百万

　円となりました。これは主に長期借入金の減少が要因であり、返済によるものであります。

　　この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて773百万円減少し、12,185百万円になりました。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて3.5％増加し、12,788百万円となりました。これは、主に利益剰余金が445百

　万円増加したことなどによります。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

業績は、ほぼ予想どおり推移しており、その他に財政状況及び経営成績に重要な影響を与えた事象もないため、平成24年

　５月15日発表の通期連結業績予想について変更はありません。

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

　　該当事項はありません。
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（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日以降に取得した

　　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。

　　　これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

－ 3 －



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 2,248,820 2,241,930

受取手形及び営業未収金 1,506,890 1,943,086

未成工事支出金 692,583 9,037

その他 189,047 159,159

貸倒引当金 △649 △690

流動資産合計 4,636,692 4,352,523

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,455,836 6,284,992

土地 13,074,335 13,141,401

その他（純額） 299,690 351,939

有形固定資産合計 19,829,862 19,778,333

無形固定資産 92,000 89,349

投資その他の資産   

投資有価証券 196,832 187,134

繰延税金資産 382,860 389,692

その他 195,721 199,155

貸倒引当金 △23,732 △22,392

投資その他の資産合計 751,682 753,590

固定資産合計 20,673,545 20,621,273

資産合計 25,310,237 24,973,796

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 1,152,736 727,529

短期借入金 3,023,460 3,072,056

1年内返済予定の長期借入金 713,613 722,809

未払法人税等 254,706 309,791

賞与引当金 188,574 186,867

その他 929,837 819,165

流動負債合計 6,262,927 5,838,218

固定負債   

長期借入金 5,154,787 4,786,583

退職給付引当金 462,895 479,076

役員退職慰労引当金 270,460 282,135

その他 807,522 799,091

固定負債合計 6,695,666 6,346,887

負債合計 12,958,593 12,185,106
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 538,500 538,500

資本剰余金 497,585 497,585

利益剰余金 11,297,277 11,742,885

自己株式 △11,186 △11,186

株主資本合計 12,322,176 12,767,784

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 29,354 20,793

その他の包括利益累計額合計 29,354 20,793

少数株主持分 113 112

純資産合計 12,351,644 12,788,690

負債純資産合計 25,310,237 24,973,796
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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) 

営業収入 5,580,833 7,048,095

営業支出 4,596,831 5,976,467

営業総利益 984,002 1,071,627

一般管理費 285,022 294,924

営業利益 698,979 776,702

営業外収益   

受取利息 870 817

保険配当金 4,887 4,024

助成金収入 508 6,859

受取補償金 3,262 －

車輌売却益 4,585 9,493

その他 2,714 5,702

営業外収益合計 16,828 26,897

営業外費用   

支払利息 71,793 57,059

その他 396 150

営業外費用合計 72,190 57,209

経常利益 643,617 746,390

特別利益   

投資有価証券売却益 － 64

特別利益合計 － 64

特別損失   

固定資産除売却損 18,749 3,177

特別損失合計 18,749 3,177

税金等調整前四半期純利益 624,868 743,277

法人税、住民税及び事業税 265,450 253,833

法人税等調整額 △1,764 △6,004

法人税等合計 263,685 247,828

少数株主損益調整前四半期純利益 361,182 495,448

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 △0

四半期純利益 361,183 495,449
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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 361,182 495,448

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △265 △8,560

その他の包括利益合計 △265 △8,560

四半期包括利益 360,917 486,887

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 360,917 486,888

少数株主に係る四半期包括利益 △0 △0
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（３）継続企業の前提に関する注記

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）

　該当事項はありません。

（４）株主資本の金額に著しい変動のあった場合の注記

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）

　該当事項はありません。
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