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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 17,258 △1.6 377 △16.2 369 △17.6 235 △6.0
24年3月期第3四半期 17,532 6.8 450 414.4 448 369.2 250 8.6

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 226百万円 （19.1％） 24年3月期第3四半期 189百万円 （△7.6％）

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 30.96 ―
24年3月期第3四半期 32.94 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 24,971 15,541 61.6
24年3月期 23,718 15,392 64.3
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  15,386百万円 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、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２ページ「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3Q 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3Q 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3Q 7,604,614 株 24年3月期3Q 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、東日本大震災の復興需要を背景として、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に加え中国をはじめとする新興

国の成長鈍化により、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。前年同期に比べ普通倉庫荷役業務、船内荷役業務及び輸出船積業務は堅調に推移しま

したが、倉庫保管業務、港湾運送業務及び貨物運送取扱業務等は前年同期を下回りました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は前年同期比1.6％減少の17,258百万円、営業利益は前年同期比

16.2％減少の377百万円、経常利益は前年同期比17.6％減少の369百万円、四半期純利益は前年同期比6.0％減少の235

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、貨物取扱高、港湾運送業務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、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1.7％減少の14,668百万円、セグメント利益は前年同期比0.4％増加の793百万

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、海外子会社の業績は堅調に推移しましたが、輸出入貨物取扱いが減少したことにより

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0.1％減少の2,502百万円、セグメント利益は前年同期比12.4％減少の111百万

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1.4％減少の110百万

円、セグメント利益は前年同期比63.4％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３四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1,252百万円増加し24,971百万円となりました。 

    当第３四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1,103百万円増加し9,429百万円となり、また、当第３四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149百万円増加し15,541百万円となりました。   

   

（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．当四半期決算に関する定性的情報



（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



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 3,418,679 3,375,889

受取手形及び営業未収入金 3,529,546 3,580,413

有価証券 1,000,115 500,161

繰延税金資産 109,986 62,466

その他 467,402 499,524

貸倒引当金 △3,413 △4,159

流動資産合計 8,522,317 8,014,296

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,673,909 8,080,589

機械装置及び運搬具（純額） 514,760 516,473

工具、器具及び備品（純額） 60,520 66,488

土地 2,971,108 2,961,108

リース資産（純額） 14,930 8,086

建設仮勘定 － 69,683

有形固定資産合計 11,235,230 11,702,431

無形固定資産   

港湾等施設利用権 1,484,324 1,897,534

その他 375,543 726,100

無形固定資産合計 1,859,867 2,623,635

投資その他の資産   

投資有価証券 950,868 879,961

長期貸付金 225,659 822,201

差入保証金 788,983 804,333

繰延税金資産 22,551 23,407

その他 119,885 108,317

貸倒引当金 △7,190 △7,428

投資その他の資産合計 2,100,757 2,630,793

固定資産合計 15,195,855 16,956,860

資産合計 23,718,172 24,971,156



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 2,176,615 2,039,594

短期借入金 1,442,537 1,639,616

未払法人税等 65,400 137,629

賞与引当金 233,622 84,637

役員賞与引当金 2,150 1,710

その他 313,883 322,490

流動負債合計 4,234,208 4,225,679

固定負債   

長期借入金 2,605,706 3,723,075

繰延税金負債 299,456 229,045

退職給付引当金 980,230 1,046,362

その他 206,409 205,186

固定負債合計 4,091,802 5,203,669

負債合計 8,326,011 9,429,348

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 11,974,359

自己株式 △585,825 △585,825

株主資本合計 15,199,384 15,358,765

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 77,880

為替換算調整勘定 △63,417 △50,478

その他の包括利益累計額合計 49,602 27,402

少数株主持分 143,173 155,639

純資産合計 15,392,161 15,541,807

負債純資産合計 23,718,172 24,971,156



（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 17,532,417 17,258,139

営業原価 15,809,693 15,587,908

営業総利益 1,722,723 1,670,231

販売費及び一般管理費 1,272,189 1,292,606

営業利益 450,534 377,624

営業外収益   

受取利息 7,046 6,650

受取配当金 19,263 20,300

不動産賃貸料 11,293 11,550

その他 9,793 11,729

営業外収益合計 47,396 50,231

営業外費用   

支払利息 42,994 55,383

為替差損 6,557 3,092

営業外費用合計 49,552 58,475

経常利益 448,379 369,380

特別利益   

固定資産売却益 2,360 29,017

厚生年金基金清算益 － 38,882

特別利益合計 2,360 67,900

特別損失   

固定資産除却損 454 1,116

投資有価証券評価損 － 19,799

ゴルフ会員権評価損 － 6,800

役員退職慰労金 － 3,570

営業所閉鎖損失 48,539 －

その他 37 15

特別損失合計 49,030 31,302

税金等調整前四半期純利益 401,708 405,978

法人税、住民税及び事業税 49,078 164,091

法人税等調整額 90,315 △4,305

法人税等合計 139,393 159,786

少数株主損益調整前四半期純利益 262,315 246,191

少数株主利益 11,814 10,764

四半期純利益 250,501 235,426



（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 262,315 246,191

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △46,612 △35,139

為替換算調整勘定 △25,835 15,129

その他の包括利益合計 △72,448 △20,009

四半期包括利益 189,867 226,181

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 185,424 213,226

少数株主に係る四半期包括利益 4,442 12,954



 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） 

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△491,592千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△492,039千円及びその他の調整額447千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） 

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△536,037千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△536,327千円及びその他の調整額289千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。      

（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

  

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 
14,928,152 2,504,201 17,432,354 100,062 17,532,417  － 17,532,417

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  － 11,842 11,842 △11,842  －

計 14,928,152 2,504,201 17,432,354 111,905 17,544,259 △11,842 17,532,417

 セグメント利益 790,235 126,912 917,148 24,978 942,126 △491,592 450,534

  

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 
14,668,900 2,502,261 17,171,161 86,977 17,258,139  － 17,258,139

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  － 23,407 23,407 △23,407  －

計 14,668,900 2,502,261 17,171,161 110,385 17,281,546 △23,407 17,258,139

 セグメント利益 793,328 111,199 904,528 9,133 913,662 △536,037 377,624
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