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（百万円未満切捨て） 

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） 
(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率） 

 売  上  高 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 64,251 2.7 2,762 △19.9 3,362 △11.7 2,151 △10.0
24年３月期第３四半期 62,568 2.3 3,447 5.7 3,807 6.9 2,390 11.0
（注）包括利益  25年３月期第３四半期 2,302百万円（△10.8％） 24年３月期第３四半期 2,582百万円（38.9％） 

 

 
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 33.44 －
24年３月期第３四半期 37.01 －
 
(2) 連結財政状態 

 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 89,684 42,380 46.0 
24年３月期 90,231 40,663 43.9 
（参考）自己資本    25年３月期第３四半期  41,221百万円  24年３月期  39,574百万円 

 
２．配当の状況 

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 － 5.00 9.00
25年３月期 － 4.00 －  
25年３月期(予想)  5.00 9.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：無 

 
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） 

 売  上  高 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 86,000 3.1 3,300 △19.5 4,000 △15.9 2,500 △16.7 38.86
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：有 
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※ 注記事項 
 
(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 

新規  －社  （社名） 、除外  －社  （社名） 
  
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：有 

詳細は、【添付資料】２ページ「２．（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」
をご覧ください。 

  
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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 
（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変

更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細は、【添付資料】２ページ
「２．（２）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）  

①  期末発行済株式数(自己株式を含む) 25年３月期３Ｑ 67,142,417株 24年３月期 67,142,417株
②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 2,805,764株 24年３月期 2,801,393株
③  期中平均株式数(四半期累計) 25年３月期３Ｑ 64,338,585株 24年３月期３Ｑ 64,593,250株

 
 
※ 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ますが、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財務諸表のレビュー手続は終了してお
ります。 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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および合理
的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があり
ます。 
なお、業績予想に関する事項につきましては、【添付資料】２ページ「１．（３）連結業績予想に関す
る定性的情報」をご覧ください。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(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の当社グループの業績は、総合物流事業において、倉庫業では、入

出庫にかかる取扱量は前年同期に比べ微増となり、期中平均保管残高ならびに物流加工業務にか

かる取扱量は、前年同期に比べ増加しました。港湾運送業では、四日市港における海上コンテナ

の取扱量は前年同期に比べ増加しましたが、輸入原料の取扱量は前年同期に比べ減少しました。

陸上運送業では、主力のトラック輸送ならびにバルクコンテナ輸送の取扱量は前年同期に比べ増

加しました。国際複合輸送業では、航空輸送における輸出入の取扱量は前年同期に比べ減少しま

したが、海上輸送における輸出入の取扱量は前年同期に比べ大幅に増加しました。このような状

況により､総合物流事業全体の売上高は､前年同期比2.9％増の634億４千２百万円となりました。 

その他の事業につきましては、依然として厳しい環境下ではありましたが、業務の効率化や収

支改善に努めました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、既存顧客の取引拡大や新規顧客の獲

得による取扱量の増加等により、前年同期比2.7％増の642億５千１百万円となりましたが、新規

業務の立上げに係る営業費用の増加、防災関連費用の増加、国内物流情報システムの稼動に伴う

減価償却費等の増加により、連結経常利益は、前年同期比11.7％減の33億６千２百万円となり、

連結四半期純利益は、前年同期比10.0％減の21億５千１百万円となりました。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

総資産は、前連結会計年度末と比べ５億４千６百万円減少し、896億８千４百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末と比べ17億１千７百万円増加し、423億８千万円となりました。 

 

(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、平成24年５月10日に公表しました通期の業績予想を修正して

おります。 

詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1)  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対

する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を

乗じて計算しております。 

 

(2)  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） 

当社およ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の方法

に変更しております。 

なお、これにより当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益およ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。 
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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 11,105 8,997

受取手形及び営業未収金 14,043 14,223

たな卸資産 130 106

その他 2,466 2,643

貸倒引当金 △19 △16

流動資産合計 27,727 25,954

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,160 14,736

土地 29,799 29,770

その他（純額） 3,644 3,482

有形固定資産合計 47,603 47,990

無形固定資産 1,227 1,291

投資その他の資産   

投資有価証券 9,819 10,225

その他 3,868 4,236

貸倒引当金 △14 △14

投資その他の資産合計 13,673 14,448

固定資産合計 62,504 63,730

資産合計 90,231 89,684
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 7,941 7,735

短期借入金 2,841 2,441

1年内返済予定の長期借入金 7,721 3,671

未払法人税等 841 445

賞与引当金 974 474

その他 2,618 2,647

流動負債合計 22,937 17,416

固定負債   

長期借入金 15,256 18,583

再評価に係る繰延税金負債 4,618 4,618

退職給付引当金 1,564 1,492

役員退職慰労引当金 23 12

長期預り保証金 3,668 3,574

負ののれん 13 8

その他 1,485 1,596

固定負債合計 26,630 29,886

負債合計 49,568 47,303

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,428 8,428

資本剰余金 6,733 6,732

利益剰余金 26,833 28,406

自己株式 △1,099 △1,100

株主資本合計 40,895 42,466

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 269 340

土地再評価差額金 △1,366 △1,366

為替換算調整勘定 △223 △220

その他の包括利益累計額合計 △1,320 △1,245

少数株主持分 1,088 1,159

純資産合計 40,663 42,380

負債純資産合計 90,231 89,684
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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) 

売上高 62,568 64,251

売上原価 55,421 57,556

売上総利益 7,147 6,695

販売費及び一般管理費 3,700 3,932

営業利益 3,447 2,762

営業外収益   

受取利息 17 12

受取配当金 131 316

持分法による投資利益 411 397

その他 114 113

営業外収益合計 673 840

営業外費用   

支払利息 270 234

その他 42 6

営業外費用合計 312 240

経常利益 3,807 3,362

特別利益   

固定資産処分益 18 37

負ののれん発生益 0 0

特別利益合計 18 38

特別損失   

固定資産処分損 15 20

投資有価証券評価損 4 －

災害による損失 9 －

その他 2 3

特別損失合計 32 23

税金等調整前四半期純利益 3,794 3,377

法人税等 1,350 1,161

少数株主損益調整前四半期純利益 2,443 2,216

少数株主利益 52 64

四半期純利益 2,390 2,151
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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 2,443 2,216

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △422 71

土地再評価差額金 658 －

為替換算調整勘定 △96 12

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 2

その他の包括利益合計 138 85

四半期包括利益 2,582 2,302

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,571 2,226

少数株主に係る四半期包括利益 10 75
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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