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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 27,063 0.4 319 2.9 295 5.4 113 72.7
24年3月期第3四半期 26,968 2.2 310 △7.0 280 9.6 65 △51.0

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 205百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △176百万円 （―％）

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3四半期 8.29 ―
24年3月期第3四半期 4.80 ―

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3四半期 28,848 9,920 33.7 711.29
24年3月期 29,169 9,852 33.1 706.33
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  9,735百万円 24年3月期  9,667百万円

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 ― 4.00 8.00
25年3月期 ― 4.00 ―
25年3月期（予想） 4.00 8.00

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 37,100 2.8 620 35.6 490 18.9 160 165.6 11.69
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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（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 

(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、四半期財務諸表に対する四
半期レビュー手続が実施中です。 

※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、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

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3Q 13,833,109 株 24年3月期 13,833,109 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 146,613 株 24年3月期 146,613 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 13,686,496 株 24年3月期3Q 13,686,621 株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  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 …………………………………………………………  3

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書    

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書    

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  8

（５）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  8

- 1 -

日本ロジテム㈱ (9060)  平成25年３月期　第３四半期決算短信



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による停滞からの回

復や政権交代後の経済政策への期待感により円高が一服し、株価も上昇傾向にあるものの、海

外経済の減速懸念や、長期にわたる円高水準、近隣諸国との関係悪化の影響などにより、依然

として不透明な状況が続いております。 

 当社グループが属する物流業界につきましては、個人消費の伸び悩みによる国内貨物の減

少、得意先からの受託料金の低下、燃料価格の高止まりなどにより、取り巻く環境は極めて厳

しいものでありました。 

 このような状況の中で当社グループは、「日本一信頼される企業グループ」を目指し、収益

力の向上および経営基盤の強化、国際物流事業の拡大、ＣＳＲ経営の推進を経営目標としてグ

ループ一丸となって取り組みました。 

 営業成績につきましては、前年度において一時的に増加した建材および食品関連の復興需要

の収束および一部既存得意先の取引範囲が縮小したものの、ベトナム・タイを中心とした海外

事業の拡大、前年度の期中に獲得した新規得意先の収益が寄与したことにより、増収増益とな

りました。なお、四半期純利益につきましては、法人税法等の改正の影響があった前年度と比

べ、法人税等調整額が減少したことなどから、大幅な増益となりました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は270億63百万円（前年同期比0.4％増）、

営業利益は３億19百万円（同2.9％増）、経常利益は２億95百万円（同5.4％増）、四半期純利

益は１億13百万円（同72.7％増）となりました。  

  

 事業の種類別セグメント業績は、次のとおりであります。 

①貨物自動車運送事業 

 営業収益につきましては、ロジテムトランスポート株式会社において、既存得意先の取引範

囲が縮小したものの、当社、阪神ロジテム株式会社およびロジテムタイランド（LOGITEM 

(THAILAND) CO.,LTD.）において、新規得意先の業務を受注したことに加えて、当社におい

て、車両稼働率が向上したことなどから、増収増益となりました。 

 その結果、営業収益は137億26百万円（前年同期比2.3％増）、セグメント利益は９億44百万

円（同22.4％増）となりました。 

 当事業の営業収益は、当社グループ営業収益全体の50.7％を占めております。  

  

②センター事業 

 営業収益につきましては、当社において、前年度の震災に伴い一時的に増加した食品関連の

取扱数量が減少したものの、前年度の期中に新規得意先の業務を受注したことなどから、増収

となりました。セグメント利益につきましても、営業収益の増加に加えて、当社において、前

年度より倉庫内作業の効率化が図れたことなどから、増益となりました。 

 その結果、営業収益は46億34百万円（前年同期比3.6％増）、セグメント利益は３億31百万

円（同8.7％増）となりました。 

 当事業の営業収益は、当社グループ営業収益全体の17.1％を占めております。 

   

③アセット事業 

 当社において、前年度の期中に新規得意先の業務を受注したものの、前年度の震災に伴うス

ポット契約の倉庫の需要が今年度は無かったことなどから、減収減益となりました。 

 その結果、営業収益は44億65百万円（前年同期比0.9％減）、セグメント利益は５億27百万

円（同14.7％減）となりました。 

 当事業の営業収益は、当社グループ営業収益全体の16.5％を占めております。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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④その他事業 

 ロジテムベトナム№1（LOGITEM VIETNAM CORP.NO.1）において、旅客自動車運送事業が拡大

したものの、ロジテムエンジニアリング株式会社において、前年度に受注した復興需要に伴う

仮設住宅の内装工事が終了したことに加えて、ロジテムインターナショナル株式会社におい

て、輸出入取扱貨物が減少したことなどから、減収減益となりました。 

 その結果、営業収益は42億36百万円（前年同期比7.4％減）、セグメント利益は５億７百万

円（同16.2％減）となりました。 

 当事業の営業収益は、当社グループ営業収益全体の15.7％を占めております。 

     

 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

(資産) 

 流動資産は、受取手形及び営業未収入金が２億21百万円減少したこと等により、前連結会計

年度末に比べて１億20百万円減少し、79億93百万円となりました。固定資産は、前連結会計年

度末に比べて２億円減少し、208億55百万円となりました。この結果、総資産は前連結会計年度

末に比べて３億20百万円減少し、288億48百万円となりました。 

(負債) 

 流動負債は、営業未払金が２億24百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べて

３億93百万円減少し、103億50百万円となりました。固定負債は、前連結会計年度末に比べて４

百万円増加し、85億77百万円となりました。この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて

３億89百万円減少し、189億28百万円となりました。 

(純資産) 

 純資産合計は、為替換算調整勘定が37百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比

べて68百万円増加し、99億20百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期通期の業績予想につきましては、今後の不透明な経営環境を勘案し、前回予想

を据え置いております。今後、修正が必要と判断した場合には速やかに開示いたします。 

   

   

（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、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３四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
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,826,177 1,908,330

受取手形及び営業未収入金 4,917,898 4,696,150

その他 1,373,903 1,392,660

貸倒引当金 △3,531 △3,505

流動資産合計 8,114,447 7,993,636

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,765,166 4,556,806

土地 6,811,190 6,809,634

その他（純額） 1,691,009 1,693,208

有形固定資産合計 13,267,366 13,059,649

無形固定資産 709,081 616,813

投資その他の資産   

敷金及び保証金 5,340,662 5,361,230

その他 1,790,838 1,869,617

貸倒引当金 △52,551 △52,058

投資その他の資産合計 7,078,950 7,178,789

固定資産合計 21,055,398 20,855,252

資産合計 29,169,845 28,848,889

負債の部   

流動負債   

営業未払金 2,299,942 2,075,076

短期借入金 6,042,545 5,931,173

賞与引当金 314,445 112,761

その他 2,087,774 2,231,977

流動負債合計 10,744,708 10,350,988

固定負債   

社債 1,390,000 1,440,000

長期借入金 4,679,287 4,725,701

退職給付引当金 464,948 470,873

役員退職慰労引当金 361,309 368,340

その他 1,677,553 1,572,534

固定負債合計 8,573,098 8,577,449

負債合計 19,317,806 18,928,438
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,145,955 3,145,955

資本剰余金 3,190,060 3,190,060

利益剰余金 4,455,425 4,459,436

自己株式 △36,461 △36,461

株主資本合計 10,754,979 10,758,990

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,597 29,303

為替換算調整勘定 △1,090,438 △1,053,282

その他の包括利益累計額合計 △1,087,841 △1,023,979

少数株主持分 184,901 185,439

純資産合計 9,852,039 9,920,451

負債純資産合計 29,169,845 28,848,889
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

営業収益 26,968,885 27,063,428

営業原価 24,664,471 24,749,648

営業総利益 2,304,413 2,313,780

販売費及び一般管理費   

人件費 1,289,886 1,287,301

その他 704,289 707,218

販売費及び一般管理費合計 1,994,175 1,994,520

営業利益 310,237 319,259

営業外収益   

受取利息 33,267 18,848

受取配当金 13,596 11,370

受取手数料 16,965 17,368

持分法による投資利益 21,645 29,888

その他 34,583 65,528

営業外収益合計 120,058 143,004

営業外費用   

支払利息 134,298 121,149

その他 15,515 45,606

営業外費用合計 149,814 166,756

経常利益 280,481 295,507

特別利益   

固定資産売却益 13,200 22,998

特別利益合計 13,200 22,998

特別損失   

固定資産除売却損 16,245 5,515

会員権評価損 － 8,800

賃貸借契約解約損 － 20,500

その他 2,487 3,390

特別損失合計 18,732 38,206

税金等調整前四半期純利益 274,949 280,300

法人税、住民税及び事業税 106,089 114,328

法人税等調整額 63,959 32,929

法人税等合計 170,049 147,258

少数株主損益調整前四半期純利益 104,899 133,042

少数株主利益 39,194 19,539

四半期純利益 65,705 113,503

- 6 -

日本ロジテム㈱ (9060)  平成25年３月期　第３四半期決算短信



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 104,899 133,042

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △539 26,994

為替換算調整勘定 △280,403 46,070

持分法適用会社に対する持分相当額 △500 △216

その他の包括利益合計 △281,443 72,847

四半期包括利益 △176,543 205,890

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △179,480 177,365

少数株主に係る四半期包括利益 2,936 28,524
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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３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

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 

（注）１ 「その他事業」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、報告セグメントに関連する事

業（引越移転事業、施工関連事業、輸出入貨物取扱事業、通関事業、港湾関連事業、労働者派遣事業、損害

保険代理店業、物品販売業、総合リース業、旅客自動車運送事業等）であります。 

２ セグメント利益の調整額△1,991,588千円には、セグメント間取引消去2,628千円、各セグメントに配分して

いない全社費用△1,994,217千円が含まれております。全社費用は、主に各セグメントに帰属しない総務、

人事、経理等管理部門に係る費用であります。 

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３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

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 

（注）１ 「その他事業」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、報告セグメントに関連する事

業（引越移転事業、施工関連事業、輸出入貨物取扱事業、通関事業、港湾関連事業、労働者派遣事業、損害

保険代理店業、物品販売業、総合リース業、旅客自動車運送事業等）であります。 

２ セグメント利益の調整額△1,992,577千円には、セグメント間取引消去1,943千円、各セグメントに配分して

いない全社費用△1,994,520千円が含まれております。全社費用は、主に各セグメントに帰属しない総務、

人事、経理等管理部門に係る費用であります。 

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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント
その他事業
（注）１ 合計 調整額 

（注）２ 

四半期連結
損益計算書 

計上額 
（注）３ 

貨物自動車 
運送事業 センター事業 アセット事業 計

営業収益     

外部顧客への営業収益  13,413,732  4,473,942 4,506,763 22,394,438 4,574,446  26,968,885  － 26,968,885

セグメント間の内部収益

又は振替高 
 －  － 20,488 20,488 1,800  22,288  △22,288 －

計  13,413,732  4,473,942 4,527,252 22,414,927 4,576,246  26,991,173  △22,288 26,968,885

セグメント利益  771,597  305,415 618,328 1,695,341 606,484  2,301,826  △1,991,588 310,237

  （単位：千円）

  

報告セグメント
その他事業
（注）１ 合計 調整額 

（注）２ 

四半期連結
損益計算書 

計上額 
（注）３ 

貨物自動車 
運送事業 センター事業 アセット事業 計

営業収益     

外部顧客への営業収益  13,726,542  4,634,687 4,465,429 22,826,659 4,236,769  27,063,428  － 27,063,428

セグメント間の内部収益

又は振替高 
 －  － 19,948 19,948 －  19,948  △19,948 －

計  13,726,542  4,634,687 4,485,378 22,846,608 4,236,769  27,083,377  △19,948 27,063,428

セグメント利益  944,482  331,843 527,513 1,803,839 507,997  2,311,836  △1,992,577 319,259
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	名称未設定



