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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 117,465 0.5 11,847 0.2 12,406 1.0 7,564 9.0
24年3月期第2四半期 116,890 9.2 11,826 6.5 12,278 4.9 6,937 8.1

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 6,455百万円 （7.0％） 24年3月期第2四半期 6,033百万円 （16.0％）

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 29.34 ―
24年3月期第2四半期 26.91 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期第2四半期 319,210 265,224 83.1 1,028.51
24年3月期 317,370 261,092 82.3 1,012.46
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  265,186百万円 24年3月期  261,053百万円

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 ― ― ― 9.00 9.00
25年3月期 ― ―
25年3月期（予想） ― 9.00 9.00

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  ：  有   

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 236,000 0.9 23,800 2.4 25,000 1.8 14,600 11.5 56.62



(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、様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に対する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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、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P.3「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

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 274,345,675 株 24年3月期 274,345,675 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 16,508,704 株 24年3月期 16,505,315 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 257,838,317 株 24年3月期2Q 257,840,829 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、一部では復興需要があるものの、欧州諸国や中国の景気の減

速に加え慢性的な円高により依然として先行き不透明な状況で推移しました。 

物流業界におきましても、米国からの輸入貨物は増加傾向にあるものの、欧州、アジアからの貨物は低水準な取

扱いに終始し、経営環境は厳しい状態が継続しました。 

このような状況下にあって当社グループは、物流のトータル・オーガナイザーとして、新たにミャンマーに事務

所を設立し、既存の国内外の拠点網を駆使した国際一貫輸送を基盤とした「上組デザイン物流」を推し進めるとと

もに、経営の多角化の一環として展開しております不動産賃貸や酒類の製造販売等の新規事業分野においても更な

る活力を注いでまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における営業収益は前年同期に比べて0.5％増収の 百万円とな

り、営業収益の伸長に伴う外注費の増加はありましたものの、徹底したコストの削減に取り組み営業利益は前年同

期に比べて0.2％増益の 百万円、経常利益は1.0％増益の 百万円となり、四半期純利益におきまして

も前年同期に比べて9.0％増益の 百万円となりました。 

  

セグメント別の事業の状況は、次のとおりであります。 

［国内物流事業］ 

国内物流事業におきましては、自動車関連貨物の取扱いや青果物の取扱いが増加したことから、国内物流事業部

門の営業収益は前年同期に比べて1.1％増収の997億64百万円、セグメント利益は前年同期に比べて2.7％増益の106

億25百万円となりました。 

［国際物流事業］ 

国際物流事業におきましては、プラント貨物の取扱いや三国間輸送の取扱いが減少したことから、国際物流事業

部門の営業収益は136億22百万円と前年同期に比べて1.4％の減収となり、セグメント利益は前年同期に比べて

3.4％減益の4億93百万円となりました。 

［その他］ 

その他の事業におきましては、重量物の取扱いが低調なことや建設工事の取扱いが減少したことから、その他の

事業部門の営業収益は前年同期に比べて10.9％減収の95億11百万円、セグメント利益は前年同期に比べて26.1％減

益の6億92百万円となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、流動資産の「その他」に含まれる「短期貸付金」が減少したも

のの、「有形固定資産」及び「現金及び預金」が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて18億39百万

円増加の 百万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、「支払手形及び営業未払金」及び「未払法人税等」が減少し

たことなどにより、前連結会計年度末に比べて22億91百万円減少の 百万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、「その他有価証券評価差額金」が減少したものの、当期純利益

による「利益剰余金」が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて41億31百万円増加の 百万

円となりました。この結果、自己資本比率は、83.1％となりました。 

    

１．当四半期決算に関する定性的情報

1,174億65

118億47 124億6

75億64

3,192億10

539億86

2,652億24
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の結果を受け、次のとおり修正しております。

  

 平成25年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成24年４月１日～平成25年３月31日）  

   

（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。  

  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 

前回発表予想（Ａ）  242,300  23,800  25,000  14,600 56 62 

今回修正予想（Ｂ）  236,000  23,800  25,000  14,600 56 62 

増減額（Ｂ－Ａ）  △ 6,300  －  －  － －  

増減率（％）  △2.6  －  －  － －  

（ご参考）           

前期実績（平成24年３月期）  234,000  23,240  24,562  13,094 50 79  

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 11,511 15,169

受取手形及び営業未収入金 43,108 40,346

有価証券 14,200 16,900

たな卸資産 1,240 871

その他 18,575 10,399

貸倒引当金 △66 △53

流動資産合計 88,570 83,634

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 96,901 100,427

土地 76,656 76,656

その他（純額） 21,709 24,505

有形固定資産合計 195,268 201,589

無形固定資産 6,412 6,846

投資その他の資産   

投資有価証券 18,565 16,049

その他 8,786 11,340

貸倒引当金 △232 △250

投資その他の資産合計 27,120 27,139

固定資産合計 228,800 235,576

資産合計 317,370 319,210

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 25,094 23,227

未払法人税等 6,004 5,519

賞与引当金 191 158

その他 12,212 12,445

流動負債合計 43,502 41,350

固定負債   

退職給付引当金 11,527 11,573

役員退職慰労引当金 23 25

船舶特別修繕引当金 4 5

その他 1,220 1,031

固定負債合計 12,776 12,635

負債合計 56,278 53,986

㈱上組（9364）　平成25年３月期 第２四半期決算短信

-4-



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,642 31,642

資本剰余金 26,854 26,854

利益剰余金 212,889 218,133

自己株式 △11,372 △11,374

株主資本合計 260,014 265,255

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,533 401

為替換算調整勘定 △494 △470

その他の包括利益累計額合計 1,039 △68

少数株主持分 39 37

純資産合計 261,092 265,224

負債純資産合計 317,370 319,210
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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 116,890 117,465

営業原価 97,505 97,967

営業総利益 19,384 19,498

販売費及び一般管理費 7,557 7,651

営業利益 11,826 11,847

営業外収益   

受取利息 102 60

受取配当金 224 178

持分法による投資利益 120 124

その他 225 216

営業外収益合計 674 579

営業外費用   

為替差損 214 4

その他 8 15

営業外費用合計 222 19

経常利益 12,278 12,406

特別利益   

固定資産売却益 32 47

投資有価証券売却益 5 100

国庫補助金 － 153

災害損失引当金戻入額 96 －

ゴルフ会員権売却益 9 －

特別利益合計 144 301

特別損失   

固定資産除売却損 470 147

投資有価証券売却損 11 38

投資有価証券評価損 52 82

特別損失合計 535 268

税金等調整前四半期純利益 11,888 12,440

法人税、住民税及び事業税 5,040 4,941

法人税等調整額 △91 △65

法人税等合計 4,949 4,875

少数株主損益調整前四半期純利益 6,939 7,564

少数株主利益 1 0

四半期純利益 6,937 7,564
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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：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 6,939 7,564

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △874 △1,132

為替換算調整勘定 △15 18

持分法適用会社に対する持分相当額 △16 5

その他の包括利益合計 △905 △1,108

四半期包括利益 6,033 6,455

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 6,033 6,456

少数株主に係る四半期包括利益 0 △0
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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 11,888 12,440

減価償却費 4,715 4,729

のれん償却額 79 79

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14 5

退職給付引当金の増減額（△は減少） △55 45

受取利息及び受取配当金 △327 △238

持分法による投資損益（△は益） △120 △124

投資有価証券売却損益（△は益） 5 △62

投資有価証券評価損益（△は益） 52 82

ゴルフ会員権売却損益（△は益） 9 －

災害損失引当金戻入額 △96 －

固定資産除売却損益（△は益） 438 100

売上債権の増減額（△は増加） 907 2,815

たな卸資産の増減額（△は増加） 230 369

仕入債務の増減額（△は減少） △488 △1,871

その他 450 426

小計 17,674 18,798

利息及び配当金の受取額 324 239

災害損失の支払額 △401 －

法人税等の支払額 △5,080 △5,373

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,516 13,664

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） － △2,216

有価証券の取得による支出 △11,000 △5,000

有価証券の売却による収入 12,000 5,000

固定資産の取得による支出 △18,715 △11,321

固定資産の売却による収入 184 51

投資有価証券の取得による支出 △1,615 △1,888

投資有価証券の売却及び償還による収入 2,233 905

貸付けによる支出 － △26

貸付金の回収による収入 19 8,011

差入保証金の差入による支出 △29 △2,102

その他 △192 △317

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,115 △8,902

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △2,191 △2,320

自己株式の取得による支出 △0 △2

その他 △175 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,367 △2,322

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,966 2,441

現金及び現金同等物の期首残高 26,137 19,011

現金及び現金同等物の四半期末残高 19,171 21,453
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該当事項はありません。   

  

 該当事項はありません。   

   

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  

（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、重量建設機工事業及

び不動産賃貸事業等を含んでおります。 

２ セグメント利益の調整額 百万円は連結消去に係る決算調整額です。 

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。 

  

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。 

  

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  

（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、重量建設機工事業及

び不動産賃貸事業等を含んでおります。 

２ セグメント利益の調整額 百万円は連結消去に係る決算調整額です。 

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。 

  

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。 

（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

  （単位：百万円）

  

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 
事業 

国際物流 
事業 

計 

営業収益    

外部顧客への営業収益  95,059  12,608  107,667  9,222  116,890  －  116,890

セグメント間の内部 

営業収益又は振替高 
 3,571  1,202  4,773  1,451  6,225  △6,225  －

計  98,630  13,811  112,441  10,673  123,115  △6,225  116,890

セグメント利益  10,342  511  10,853  937  11,791  35  11,826

35

  （単位：百万円）

  

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 
事業 

国際物流 
事業 

計 

営業収益    

外部顧客への営業収益  96,535  12,441  108,976  8,489  117,465  －  117,465

セグメント間の内部 

営業収益又は振替高 
 3,229  1,181  4,411  1,022  5,433  △5,433  －

計  99,764  13,622  113,387  9,511  122,899  △5,433  117,465

セグメント利益  10,625  493  11,119  692  11,812  35  11,847

35
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