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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 175,127 △0.6 16,831 △3.5 17,658 △3.9 10,728 12.2
24年3月期第3四半期 176,117 8.1 17,450 5.1 18,381 5.4 9,565 △2.5

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 11,321百万円 （35.6％） 24年3月期第3四半期 8,346百万円 （△5.8％）

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 41.61 ―
24年3月期第3四半期 37.10 ―

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 322,877 270,089 83.6 1,047.37
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3四半期  270,050百万円 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  ：  有   

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） 10.00 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  ：  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 232,500 △0.6 21,700 △6.6 22,800 △7.2 13,700 4.6 53.13



(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3Q 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3Q 16,509,168 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3Q 257,837,817 株 24年3月期3Q 257,840,673 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、復興需要が下支えになってはいるものの、欧米諸国の不安定

な経済情勢や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、長引く円高の影響により輸出貨物は低水準な取扱いが継続し、経営環境は厳しい状態

に終始しました。 

このような状況下にあって当社グループは、東南アジアを中心に海外拠点の強化を図り、既存の国内外の拠点網

を駆使したサプライチェーンの構築や顧客のニーズを取り込んだ「上組デザイン物流」を推し進めるとともに徹底

したコストの削減に取り組んでまいりました。 

この結果、当第３四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0.6％減収の 百万円とな

り、営業利益は前年同期に比べて3.5％減益の 百万円、経常利益は3.9％減益の 百万円となりまし

た。一方、四半期純利益は前年同期に実施した退職給付制度の変更による特別損失の計上や法人税率の変更等によ

る繰延税金資産の取崩がなく、前年同期に比べて12.2％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、港湾貨物を中心とした穀類、青果物など輸入貨物の取扱いや輸入自動車の取扱い

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0.4％増収の1,485億10百万円となりました

が、セグメント利益は設備投資の初期費用の計上があり、前年同期に比べて1.9％減益の149億59百万円となりまし

た。 

［国際物流事業］ 

国際物流事業におきましては、木材類の三国間輸送やプラント貨物の取扱いが減少したことにより、国際物流事

業部門の営業収益は前年同期に比べて2.5％減収の205億67百万円、セグメント利益は前年同期に比べて8.0％減益

の7億69百万円となりました。 

［その他］ 

その他の事業におきましては、重量貨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13.2％減収の143億19百万円、セグメント利益は前年同期に比べて

19.6％減益の10億64百万円となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四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」及び「受取手

形及び営業未収入金」が減少したものの、「有形固定資産」、「有価証券」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55億6百万円増加の 百万円となりました。 

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、「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34億90百万円減少の 百万円となりました。 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、当期純利益による「利益剰余金」及び「その他有価証券評価差

額金」が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて89億97百万円増加の 百万円となりまし

た。この結果、自己資本比率は、83.6％となりました。 

     

１．当四半期決算に関する定性的情報

1,751億27

168億31 176億58

107億28

3,228億77

527億88

2,700億89
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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３四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。    

  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）  236,000  23,800  25,000  14,600 56 62 

今回修正予想（Ｂ）  232,500  21,700  22,800  13,700 53 13 

増減額（Ｂ－Ａ）  △ 3,500  △ 2,100  △ 2,200  △ 900 －  

増減率（％）  △1.5  △8.8  △8.8  △6.2 －  

（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 11,511 14,576

受取手形及び営業未収入金 43,108 40,157

有価証券 14,200 17,908

たな卸資産 1,240 992

その他 18,575 10,370

貸倒引当金 △66 △52

流動資産合計 88,570 83,953

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 96,901 106,919

土地 76,656 77,425

その他（純額） 21,709 19,564

有形固定資産合計 195,268 203,909

無形固定資産 6,412 6,800

投資その他の資産   

投資有価証券 18,565 17,870

その他 8,786 10,608

貸倒引当金 △232 △264

投資その他の資産合計 27,120 28,214

固定資産合計 228,800 238,924

資産合計 317,370 322,877

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 25,094 23,440

未払法人税等 6,004 2,740

賞与引当金 191 87

その他 12,212 13,819

流動負債合計 43,502 40,086

固定負債   

退職給付引当金 11,527 11,618

役員退職慰労引当金 23 26

船舶特別修繕引当金 4 6

その他 1,220 1,051

固定負債合計 12,776 12,701

負債合計 56,278 52,788
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（単位：百万円）

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 31,642 31,642

資本剰余金 26,854 26,854

利益剰余金 212,889 221,297

自己株式 △11,372 △11,374

株主資本合計 260,014 268,419

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 2,111

為替換算調整勘定 △494 △480

その他の包括利益累計額合計 1,039 1,631

少数株主持分 39 38

純資産合計 261,092 270,089

負債純資産合計 317,370 322,877
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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：百万円）

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 176,117 175,127

営業原価 147,315 146,739

営業総利益 28,802 28,388

販売費及び一般管理費 11,352 11,557

営業利益 17,450 16,831

営業外収益   

受取利息 140 89

受取配当金 360 276

持分法による投資利益 165 157

その他 280 336

営業外収益合計 946 860

営業外費用   

為替差損 5 17

その他 9 15

営業外費用合計 14 33

経常利益 18,381 17,658

特別利益   

固定資産売却益 40 51

投資有価証券売却益 5 171

国庫補助金 － 153

災害損失引当金戻入額 97 －

ゴルフ会員権売却益 9 －

特別利益合計 153 375

特別損失   

固定資産除売却損 508 207

投資有価証券売却損 11 38

投資有価証券評価損 53 53

ゴルフ会員権評価損 － 8

退職給付制度改定損 447 －

特別損失合計 1,021 307

税金等調整前四半期純利益 17,513 17,726

法人税、住民税及び事業税 7,496 7,025

法人税等調整額 449 △28

法人税等合計 7,946 6,997

少数株主損益調整前四半期純利益 9,567 10,729

少数株主利益 1 0

四半期純利益 9,565 10,728
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（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：百万円）

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 9,567 10,729

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,111 576

為替換算調整勘定 △57 1

持分法適用会社に対する持分相当額 △52 13

その他の包括利益合計 △1,221 592

四半期包括利益 8,346 11,321

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 8,345 11,320

少数株主に係る四半期包括利益 0 0
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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） 

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。 

（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

  （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  142,316  19,368  161,685  14,431  176,117  －  176,117

セグメント間の内部 

営業収益又は振替高 
 5,618  1,721  7,340  2,065  9,405  △9,405  －

計  147,935  21,090  169,026  16,497  185,523  △9,405  176,117

セグメント利益  15,248  836  16,085  1,324  17,410  39  17,450

39

  （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  143,636  18,751  162,387  12,739  175,127  －  175,127

セグメント間の内部 

営業収益又は振替高 
 4,874  1,816  6,690  1,580  8,271  △8,271  －

計  148,510  20,567  169,078  14,319  183,398  △8,271  175,127

セグメント利益  14,959  769  15,729  1,064  16,793  37  16,831

37
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