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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 11,447 △0.8 284 △9.3 282 △10.5 173 18.3
24年3月期第2四半期 11,537 6.6 313 577.3 315 431.1 146 78.2

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 158百万円 （3.8％） 24年3月期第2四半期 152百万円 （271.7％）

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 22.84 ―
24年3月期第2四半期 19.31 ―

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 25,202 15,504 60.9
24年3月期 23,718 15,392 64.3
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  15,353百万円 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 ― 4.00
25年3月期（予想） ― 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、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 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
（注意事項）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2Q 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2Q 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2Q 7,604,614 株 24年3月期2Q 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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要やエコカー減税などの政策効果等によ

り設備投資や個人消費に持ち直しの動きが見られ、回復基調で推移しましたが、欧州の債務危機や円高の長期化など

により、依然として厳しい状況となっております。 

物流業界におきましても、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。普通倉庫において荷役取扱い業務の増加及び平成24年２月に稼働した新設倉庫の影響

により倉庫業務の業績は前年同期を上回りましたが、貨物取扱高及び国内貨物運送取扱業務が前年同期に比べ減少し

ました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は前年同期比0.8％減少の11,447百万円、営業利益は前年同期比

9.3％減少の284百万円、経常利益は前年同期比10.5％減少の282百万円、四半期純利益は特別利益に固定資産売却益

28百万円を計上したことにより前年同期比18.3％増加の173百万円となりました。 

  

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、倉庫業務では普通倉庫において荷役取扱い業務の増加及び前期に新設した倉庫の影響

により前年同期を上回りましたが、貨物取扱高及び国内貨物運送取扱業務が前年同期に比べ減少したことにより、

国内物流事業全体では営業収益は前年同期を下回りました。セグメント利益については、昨年返還した賃借冷蔵倉

庫の影響等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1.5％減少の9,688百万円、セグメント利益は前年同期比1.1％増加の534百万円

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営業収

益は前年同期を上回りましたが、下払いの増加等によりセグメント利益は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4.0％増加の1,695百万円、セグメント利益は前年同期比12.8％減少の79百万円

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0.9％減少の81百万

円、セグメント利益は前年同期比49.7％減少の９百万円となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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総資産は、「有価証券」が減少したことにより流動資産は減少しましたが、「有

形固定資産」、「無形固定資産」及び「長期貸付金」が増加したことにより固定資産が増加し、前連結会計年度末

に比べ1,484百万円増加し25,202百万円となりました。 

当第２四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1,371百万円増加し9,697百万円となり、また、当第２四半期連結会計期間末の純資産は、「利益剰余

金」の増加により、前連結会計年度末に比べ112百万円増加し15,504百万円となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利

益が286百万円となり、減価償却費、仕入債務の減少、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出、長期貸

付けによる支出、長期借入れによる収入等により前連結会計年度末に比べ517百万円減少し、当第２四半期連結会

計期間末には3,823百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

     当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、413百万円（前年同期は389百万円の獲

得）となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益286百万円、減価償却費413百万円、仕入債務の

減少額268百万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

     当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、2,427百万円（前年同期は85百万円の使

用）となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出913百万円、無形固定資産の取得による支

出750百万円、長期貸付けによる支出800百万円によるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

     当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は、1,492百万円（前年同期は119百万円の獲

得）となりました。これは主として、長期借入れによる収入1,800百万円、長期借入金の返済による支出260百万

円によるものであります。   

   

（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、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

利益に与える影響は軽微であります。   

   

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 3,418,679 3,604,025

受取手形及び営業未収入金 3,529,546 3,478,860

有価証券 1,000,115 500,101

繰延税金資産 109,986 113,892

その他 467,402 513,027

貸倒引当金 △3,413 △4,092

流動資産合計 8,522,317 8,205,814

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,673,909 8,216,492

機械装置及び運搬具（純額） 514,760 537,977

工具、器具及び備品（純額） 60,520 65,386

土地 2,971,108 2,961,108

リース資産（純額） 14,930 10,368

建設仮勘定 － 6,435

有形固定資産合計 11,235,230 11,797,770

無形固定資産   

港湾等施設利用権 1,484,324 1,897,534

その他 375,543 656,848

無形固定資産合計 1,859,867 2,554,382

投資その他の資産   

投資有価証券 950,868 885,753

長期貸付金 225,659 823,485

差入保証金 788,983 804,496

繰延税金資産 22,551 21,723

その他 119,885 116,246

貸倒引当金 △7,190 △7,429

投資その他の資産合計 2,100,757 2,644,277

固定資産合計 15,195,855 16,996,430

資産合計 23,718,172 25,202,244



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 2,176,615 1,907,631

短期借入金 1,442,537 1,679,508

未払法人税等 65,400 147,561

賞与引当金 233,622 257,453

役員賞与引当金 2,150 1,140

その他 313,883 304,384

流動負債合計 4,234,208 4,297,680

固定負債   

長期借入金 2,605,706 3,906,952

繰延税金負債 299,456 246,141

退職給付引当金 980,230 1,041,616

その他 206,409 205,286

固定負債合計 4,091,802 5,399,995

負債合計 8,326,011 9,697,675

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 11,943,064

自己株式 △585,825 △585,825

株主資本合計 15,199,384 15,327,470

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 82,132

為替換算調整勘定 △63,417 △55,811

その他の包括利益累計額合計 49,602 26,321

少数株主持分 143,173 150,777

純資産合計 15,392,161 15,504,569

負債純資産合計 23,718,172 25,202,244



（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 11,537,128 11,447,046

営業原価 10,375,761 10,321,082

営業総利益 1,161,367 1,125,964

販売費及び一般管理費 847,838 841,558

営業利益 313,529 284,405

営業外収益   

受取利息 4,619 3,913

受取配当金 17,679 18,718

不動産賃貸料 8,248 8,582

その他 7,686 9,214

営業外収益合計 38,234 40,428

営業外費用   

支払利息 28,902 36,073

為替差損 6,997 6,101

営業外費用合計 35,900 42,174

経常利益 315,862 282,659

特別利益   

固定資産売却益 2,243 28,032

特別利益合計 2,243 28,032

特別損失   

固定資産除却損 64 1,109

投資有価証券評価損 － 19,799

役員退職慰労金 － 3,570

営業所閉鎖損失 48,539 －

その他 1 15

特別損失合計 48,605 24,494

税金等調整前四半期純利益 269,500 286,197

法人税、住民税及び事業税 30,031 144,840

法人税等調整額 84,372 △39,298

法人税等合計 114,403 105,541

少数株主損益調整前四半期純利益 155,096 180,656

少数株主利益 8,251 6,942

四半期純利益 146,845 173,713



（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 155,096 180,656

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,330 △30,888

為替換算調整勘定 1,892 8,757

その他の包括利益合計 △2,437 △22,131

四半期包括利益 152,658 158,524

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 146,803 150,432

少数株主に係る四半期包括利益 5,855 8,092



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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 269,500 286,197

減価償却費 320,973 413,451

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,616 917

退職給付引当金の増減額（△は減少） 60,509 61,385

賞与引当金の増減額（△は減少） 37,138 23,831

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △960 △1,010

受取利息及び受取配当金 △22,299 △22,632

支払利息 28,902 36,073

投資有価証券評価損益（△は益） － 19,799

有形固定資産除却損 64 1,109

有形固定資産売却損益（△は益） △2,241 △28,017

売上債権の増減額（△は増加） △66,904 50,686

仕入債務の増減額（△は減少） 17,139 △268,983

その他 △210,896 △84,900

小計 428,310 487,909

利息及び配当金の受取額 22,392 21,330

利息の支払額 △27,647 △31,744

法人税等の支払額 △33,413 △63,854

営業活動によるキャッシュ・フロー 389,640 413,641

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △21,602 △200,000

有形固定資産の取得による支出 △47,722 △913,405

無形固定資産の取得による支出 － △750,482

有形固定資産の売却による収入 11,725 48,563

投資有価証券の取得による支出 △1,632 △2,658

長期貸付けによる支出 △30,000 △800,000

長期貸付金の回収による収入 2,376 202,174

差入保証金の差入による支出 △802 △34,549

差入保証金の回収による収入 1,181 17,855

その他 1,347 4,862

投資活動によるキャッシュ・フロー △85,127 △2,427,641

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） 299,536 △1,029

長期借入れによる収入 － 1,800,000

長期借入金の返済による支出 △134,000 △260,754

配当金の支払額 △45,627 △45,627

少数株主への配当金の支払額 △489 △489

財務活動によるキャッシュ・フロー 119,419 1,492,100

現金及び現金同等物に係る換算差額 △564 4,385

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 423,368 △517,514

現金及び現金同等物の期首残高 4,653,134 4,341,106

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,076,503 3,823,591



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△326,174千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△326,417

千円及びその他の調整額242千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△339,741千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△339,924

千円及びその他の調整額182千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。   

   

（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

（６）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  9,833,038  1,629,747  11,462,785  74,343  11,537,128  －  11,537,128

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
 －  －  －  8,010  8,010  △8,010  －

計  9,833,038  1,629,747  11,462,785  82,354  11,545,139  △8,010  11,537,128

 セグメント利益    529,102  90,927  620,029  19,673  639,703  △326,174  313,529

  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  9,688,361  1,695,594  11,383,955  63,091  11,447,046  －  11,447,046

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
 －  －  －  18,481  18,481  △18,481  －

計  9,688,361  1,695,594  11,383,955  81,572  11,465,528  △18,481  11,447,046

 セグメント利益    534,960  79,283  614,244  9,902  624,147  △339,741  284,405
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