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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 29,690 0.3 918 10.3 981 20.1 541 6.2
24年3月期第3四半期 29,614 △0.1 833 △33.0 817 △35.5 509 △27.1

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 569百万円 （18.5％） 24年3月期第3四半期 480百万円 （△19.2％）

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3四半期 25.90 ―
24年3月期第3四半期 23.78 ―

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 41,545 10,164 24.4
24年3月期 41,465 9,733 23.4
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  10,143百万円 24年3月期  9,713百万円

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  
（注） 平成24年3月期 期末配当金5円00銭には、株式公開20周年の記念配当1円00銭が含まれております。 

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 4.00 4.00

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 39,350 0.2 760 △11.4 730 △19.8 360 △29.6 17.23



(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3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・再修正表示」をご覧下さい。 

(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、金融証券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、金融証券取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想につきましては、発表日現在のデータに基づき作成したものであり、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、実際の業績は、
今後様々な要因によって予想数値と大きく異なる可能性があります。 

※  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 22,000,000 株 24年3月期 22,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 1,257,322 株 24年3月期 1,044,532 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 20,889,930 株 24年3月期3Q 21,422,219 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（平成２４年４月１日～平成２４年１２月３１日）におけるわが国経済は、復興需要

を背景とした緩やかな回復が期待されたものの、欧州債務問題や中国経済の成長率鈍化等の影響により世界景気の

減速感が強まるなか、輸出の不振や個人消費の低迷が続くなど、先行き不透明なまま推移しました。 

  物流業界におきましても、輸送量の減少、運賃水準の低迷、燃料価格の高止まり等により不透明な状況が続き、

厳しい経営環境でありました。 

 このような中、当社グループは、主力の特別積合事業を核として新規顧客の開拓を進めるとともに、倉庫・引越

部門・家電リサイクル輸送についても営業活動を強化し、物量の確保と増収を図ってまいりました。さらに、輸送

品質の向上に取り組むとともに、運行の合理化・効率化を進め、諸経費の削減に努めてまいりました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は２９６億９千万円（前年同期比100.3％）となり、営業利益

は９億１千８百万円（前年同期営業利益は８億３千３百万円）、経常利益は９億８千１百万円（前年同期経常利益

は８億１千７百万円）、四半期純利益は５億４千１百万円（前年同期純利益は５億９百万円）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 貨物運送関連 

 貨物運送関連につきましては、営業収益は２７９億３千１百万円（前年同期比100.1％）となりました。営業利

益は、運行の効率化などによる諸経費の削減に努めた結果６億７千９百万円（前年同期営業利益は５億９千５百万

円）となりました。 

② 不動産賃貸 

 不動産賃貸につきましては、東京に所在する当社保有のビルを賃貸しており、営業収益は１億６千５百万円（前

年同期と同額）となり、営業利益は１億１千１百万円（前年同期営業利益は１億１千万円）となりました。 

③ 石油製品販売 

 石油製品販売につきましては、営業収益は１１億９千３百万円（前年同期比95.7％）となり、営業利益は１千万

円（前年同期営業利益は１千１百万円）となりました。 

④ その他 

 その他につきましては、自動車用品販売、フォークリフト販売及び一般労働者派遣等を含んでおり、営業収益は

３億９千９百万円（前年同期比134.4％）となり、営業利益は８千７百万円（前年同期営業利益は８千７千万円）

となりました。 

   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第３四半期連結会計期間末の総資産は４１５億４千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ７千９百万円の

増加となりました。これは固定資産の増加などによるものであります。 

 負債につきましては、３１３億８千万円となり、前連結会計年度末に比べ３億５千１百万円の減少となりまし

た。これは、短期借入金の増加などにより流動負債が３３億３千万円増加し、長期借入金の減少などにより固定負

債が３６億８千１百万円減少したことによるものであります。 

 純資産につきましては、１０１億６千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億３千１百万円の増加となり

ました。これは主に利益剰余金の増加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 

  通期の業績予想につきましては、１～２月が閑散期であることや燃料価格の動向が不透明であること等を考慮

し、平成２４年５月１１日公表時から変更しておりません。 

   

   

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額は

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 4,121,856 4,326,958

受取手形及び営業未収入金 6,565,231 6,409,344

有価証券 201,330 100,640

たな卸資産 149,404 155,896

その他 442,760 448,631

貸倒引当金 △23,916 △22,392

流動資産合計 11,456,666 11,419,078

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,563,418 9,202,876

車両運搬具（純額） 1,423,262 1,507,774

土地 15,548,226 15,875,194

その他（純額） 113,188 150,673

有形固定資産合計 26,648,095 26,736,518

無形固定資産 608,514 585,877

投資その他の資産   

投資有価証券 2,245,502 2,309,302

その他 578,737 572,353

貸倒引当金 △72,080 △78,020

投資その他の資産合計 2,752,158 2,803,635

固定資産合計 30,008,769 30,126,030

資産合計 41,465,435 41,545,109

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 2,822,403 2,867,859

短期借入金 9,513,231 13,051,912

未払法人税等 298,580 142,352

賞与引当金 229,748 3,750

その他 2,479,596 2,608,101

流動負債合計 15,343,560 18,673,975

固定負債   

長期借入金 12,148,754 8,498,652

退職給付引当金 2,643,091 2,676,635

役員退職慰労引当金 145,188 158,035

資産除去債務 87,230 88,729

その他 1,363,832 1,284,285

固定負債合計 16,388,096 12,706,337

負債合計 31,731,657 31,380,312



（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 2,420,600 2,420,600

資本剰余金 1,761,954 1,761,954

利益剰余金 5,432,138 5,868,603

自己株式 △159,581 △192,227

株主資本合計 9,455,112 9,858,930

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 258,755 284,364

その他の包括利益累計額合計 258,755 284,364

少数株主持分 19,910 21,500

純資産合計 9,733,777 10,164,796

負債純資産合計 41,465,435 41,545,109



（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 29,614,028 29,690,445

営業原価 27,733,957 27,715,912

営業総利益 1,880,070 1,974,532

販売費及び一般管理費 1,046,652 1,055,667

営業利益 833,417 918,865

営業外収益   

受取利息 646 355

受取配当金 22,785 26,876

受取賃貸料 130,346 137,428

持分法による投資利益 32,419 36,986

その他 73,495 122,384

営業外収益合計 259,694 324,032

営業外費用   

支払利息 272,039 258,179

その他 3,267 2,731

営業外費用合計 275,306 260,910

経常利益 817,805 981,987

特別利益   

固定資産売却益 18,993 68,154

特別利益合計 18,993 68,154

特別損失   

固定資産売却損 314 765

投資有価証券評価損 1,321 11,475

リース解約損 － 7,001

特別損失合計 1,636 19,242

税金等調整前四半期純利益 835,162 1,030,899

法人税、住民税及び事業税 240,307 365,671

法人税等調整額 84,257 120,894

法人税等合計 324,565 486,566

少数株主損益調整前四半期純利益 510,596 544,333

少数株主利益 1,093 3,090

四半期純利益 509,503 541,242



（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 510,596 544,333

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △29,604 25,608

その他の包括利益合計 △29,604 25,608

四半期包括利益 480,992 569,941

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 479,898 566,851

少数株主に係る四半期包括利益 1,093 3,090



  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）  

   １．報告セグメントごとの営業収益及び利益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、自動車用品販売、フォークリフ

ト販売及び一般労働者派遣等を含んでおります。 

     2. セグメント利益の調整額28,403千円は、セグメント間取引消去であります。 

     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。 

  

   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、自動車用品販売、フォークリフ

ト販売及び一般労働者派遣等を含んでおります。 

     2. セグメント利益の調整額29,128千円は、セグメント間取引消去であります。 

     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。 

  

   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。 

   

   

（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

  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 

貨物運送 

関連 

不動産 

賃貸 

石油製品

販売 
計 

営業収益                 

 外部顧客への 

 営業収益  
27,903,399  165,951 1,247,258 29,316,609 297,418 29,614,028 － 29,614,028

 セグメント間 

 の内部営業収 

 益又は振替高 

21,031 － 2,175,256 2,196,287 748,999 2,945,286 (2,945,286) －

計 27,924,430  165,951 3,422,515 31,512,896 1,046,418 32,559,314 (2,945,286) 29,614,028

セグメント利益 595,062  110,561 11,882 717,506 87,508 805,014  28,403 833,417

  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 

貨物運送 

関連 

不動産 

賃貸 

石油製品

販売 
計 

営業収益                 

 外部顧客への 

 営業収益  
27,931,029  165,951 1,193,631 29,290,611 399,833 29,690,445 － 29,690,445

 セグメント間 

 の内部営業収 

 益又は振替高 

21,870 － 2,161,117 2,182,988 801,994 2,984,982 (2,984,982) －

計 27,952,899  165,951 3,354,748 31,473,599 1,201,828 32,675,428 (2,984,982) 29,690,445

セグメント利益 679,683  111,753 10,542 801,980 87,757 889,737  29,128 918,865
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