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  （百万円未満切捨て）

（１）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 ％ 

26年３月期第１四半期  3,035  1.3  203  △10.2  218  △8.5  135  △7.7

25年３月期第１四半期  2,997  4.1  226  62.2  239  54.0  146  56.2

  
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 

26年３月期第１四半期  24.68  －

25年３月期第１四半期  26.73  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第１四半期  18,799  14,581  77.6

25年３月期  18,676  14,496  77.6

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 14,581百万円   25年３月期 14,496百万円 

  
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 
25年３月期  － 7.50 － 12.50  20.00

26年３月期  －       

26年３月期（予想）   7.50 － 12.50  20.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

平成26年３月期（予想）期末配当金の内訳 普通配当 ７円50銭 記念配当５円00銭

３．平成26年３月期の業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  6,187  2.9  532  5.6  554  5.4  340  5.4  62.13

通期  11,550  0.6  808  0.7  851  0.8  525  0.8  95.80

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（３）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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更    ： 無

②  ①以外の会計方針の変更                  ： 無

③  会計上の見積りの変更                    ： 無

④  修正再表示                              ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期１Ｑ 5,749,000株 25年３月期 5,749,000株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 263,309株 25年３月期 263,309株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 5,485,691株 25年３月期１Ｑ 5,485,770株

 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。

（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Ｐ３「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想などの将来予測情報に

関する説明」をご覧ください。 

（四半期決算補足説明資料の入手方法） 

 決算補足説明資料は、当社ホームページに同日掲載しています。 
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期におけるわが国経済は、異次元の金融緩和により円安・株高をもたらし、個人消費を始めとする内

需に堅調な動きと、価格競争力向上により輸出も増加傾向にあり、デフレ脱却に向けた進展が続いておりますが、

中国や新興国市場の景気減速感が強まっており、不透明感が出てまいりました。 

当貨物自動車運送業界におきましても、東日本大震災の復興に向けた公共投資の増加や民間事業においてもオフ

ィスビル建設等が好調で、建設関連貨物の輸送は増加しております。しかしながら、物価は上昇傾向にある中で、

物流費の合理化要請もあり厳しい状況となっております。 

当社はこのような状況下、飲料輸送の関東圏・中京圏の主力荷主は国内資本４社から成り立っておりましたが、

米国資本の会社に一本化され、グローバル展開をしている日本法人の物流を担当することになりましたので、当社

が提供している施設の運営や輸送システムに一段と競争力を高める努力をしてまいります。また、セメント輸送荷

主の要請による震災の復旧・復興の一助となるべき宮城県仙台市に新規進出した事業は順調に稼働しております。

以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は、 千円（前年同期比1.3％増）となりました。営業利益

は、新規事業の初期投資に加えて燃料費の増加もあり、 千円（前年同期比10.2％減）となりました。経常

利益は、 千円（前年同期比8.5％減）となり、当四半期純利益は、 千円（前年同期比7.7％減）とな

りました。 

  

セグメントの業績につきましては、次のとおりであります。 

①貨物自動車運送事業 

 （第１営業部門） 

清涼飲料輸送は、荷主が合理化対策の一環として、在庫対応型から通過型物流体系に変更されたことに加え、天

候不順も加わり取扱量・輸送量も減少し、減収となりました。 

びん・容器輸送は、新開発の軽量びんの出荷やドリンク剤容器の輸送が増加しておりますが、びん容器からペッ

トボトル・缶・紙等に移行しており、漸減状況が続いておりますので減収となりました。 

以上により、第１営業部門は前年同期比4.3％減となりました。 

 （第２営業部門） 

石油輸送は、エコカー補助により省エネ車両の増加に加えて、円安による原油価格上昇により燃料単価も上昇

し、輸送量は減少しておりますが、新輸送システム効果で増収となりました。 

化成品輸送は、国内需要の減少や新興国需要の減退も加わり、減収となりました。 

セメント輸送は、公共事業や民間によるオフィスビルやマンション等の建設需要が堅調に推移しておりますの

で、輸送量が増加しております。さらに東日本大震災の被災地工事が本格化し、仙台出張所の新規売上も加わりま

したので、大幅な増収となりました。 

その他輸送は、小型車の契約車両の提供を行っており、微減となりました。 

以上から、第２営業部門は前年同期比15.6％増となりました。  

この結果、関連業務の荷役・保管業務を含めた当事業の売上高は、 千円（前年同期比1.1％減）とな

り、セグメント利益は 千円（前年同期比13.6％減）となりました。  

②商品販売事業 

石油販売は、大口販売先で事業の統廃合があり取引が終了いたしましたので、減収となりました。 

セメント販売は、公共事業、民需ともに納入先が増加いたしましたので、大幅な増収となりました。 

車両販売等は、新たにリース販売業務が加わりましたので、大幅な増収となりました。 

この結果、当事業の売上高は 千円（前年同期比10.9％増）となり、セグメント利益は 千円（前年同

期比6.3％減）となりました。  

③不動産賃貸事業 

自社提供施設は、震災の影響で空室だった郡山施設とテナントビルの空室部分が稼働いたしましたので、増収と

なりました。 

借上施設は、一部施設で貸出面積の縮小があり、減収となりました。  

 この結果、当事業の売上高は 千円（前年同期比1.0％減）となり、セグメント利益は 千円（前年

同期比1.4％増）となりました。  

④その他事業 

自動車整備事業は、省エネマイカー補助金制度により新車乗り換えが増加した影響を受けて車検・整備が減少

し、減収となりました。 

損害保険代理業等は、新規顧客獲得キャンペーンを実施した結果、増収となりました。  

 この結果、当事業の売上高は 千円（前年同期比0.5％減）となり、セグメント利益は 千円（前年同期

比3.4％増）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

3,035,881

203,626

218,647 135,396

2,051,898

131,025

663,020 3,841

303,186 137,947

17,775 6,947
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（２）財政状態に関する説明 

（資産）  

当第１四半期会計期間末における流動資産は 千円となり、前事業年度末と比べ 千円増加いたし

ました。これは主に現金及び預金が 千円減少した一方で、営業未収入金が 千円増加したことによる

ものであります。固定資産は 千円となり、前事業年度末と比べ 千円増加いたしました。これは無

形固定資産が 千円減少した一方で、有形固定資産が 千円、投資その他の資産が 千円それぞれ増

加したことによるものであります。 

この結果、総資産は 千円となり、前事業年度末と比べ 千円増加いたしました。 

（負債）  

当第１四半期会計期間末における流動負債は 千円となり、前事業年度末と比べ 千円増加いたし

ました。これは主に未払法人税等が 千円減少した一方で、営業未払金が 千円、未払費用が 千

円それぞれ増加したことによるものであります。 

固定負債は 千円となり、前事業年度末と比べ 千円増加いたしました。これは主に長期預り保証

金が 千円増加したことによるものであります。 

この結果、負債合計は 千円となり、前事業年度末と比べ 千円増加いたしました。 

（純資産）  

当第１四半期会計期間末における純資産合計は 千円となり、前事業年度末と比べ 千円増加いた

しました。これは四半期純利益 千円及び剰余金の配当 千円により利益剰余金が 千円、その他

有価証券評価差額金が 千円それぞれ増加したことによるものであります。 

この結果、自己資本比率は77.6％（前事業年度末は77.6％）となりました。   

    

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当第１四半期累計期間の経営成績は概ね予想どおりに推移しているため、平成25年５月10日の決算短信で公表い

たしました第２四半期累計期間及び通期の業績予想から変更はありません。  

   

（１）四半期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。   

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。   

   

該当事項はありません。   

4,497,558 68,813

53,551 103,773

14,302,357 54,960

14,483 26,750 42,692

18,799,916 123,773

1,633,213 11,132

162,685 71,154 116,935

2,584,749 27,557

21,171

4,217,963 38,690

14,581,953 85,083

135,396 68,571 66,825

18,258

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,019,598 2,966,047

受取手形 51,149 42,211

営業未収入金 1,175,502 1,279,275

リース投資資産 － 18,269

原材料及び貯蔵品 28,177 34,407

その他 158,394 161,811

貸倒引当金 △4,077 △4,464

流動資産合計 4,428,745 4,497,558

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,450,010 3,405,404

車両運搬具（純額） 376,902 449,778

土地 7,520,861 7,520,861

その他（純額） 355,680 354,161

有形固定資産合計 11,703,454 11,730,205

無形固定資産 131,699 117,216

投資その他の資産   

投資有価証券 886,780 915,299

差入保証金 1,429,040 1,429,004

その他 99,321 113,531

貸倒引当金 △2,899 △2,899

投資その他の資産合計 2,412,243 2,454,936

固定資産合計 14,247,397 14,302,357

資産合計 18,676,143 18,799,916

負債の部   

流動負債   

支払手形 131,642 152,582

営業未払金 686,942 758,096

未払金 136,045 193,226

未払費用 175,663 292,598

未払法人税等 223,457 60,772

引当金 95,813 36,360

その他 172,516 139,576

流動負債合計 1,622,081 1,633,213

固定負債   

繰延税金負債 1,143,931 1,152,094

再評価に係る繰延税金負債 123,215 123,215

引当金 110,840 110,398
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

長期前受金 59,264 57,876

長期預り保証金 1,105,872 1,127,043

資産除去債務 14,069 14,121

固定負債合計 2,557,192 2,584,749

負債合計 4,179,273 4,217,963

純資産の部   

株主資本   

資本金 553,031 553,031

資本剰余金 527,722 527,722

利益剰余金 13,840,505 13,907,330

自己株式 △195,002 △195,002

株主資本合計 14,726,256 14,793,081

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 220,415 238,673

土地再評価差額金 △449,801 △449,801

評価・換算差額等合計 △229,386 △211,128

純資産合計 14,496,870 14,581,953

負債純資産合計 18,676,143 18,799,916
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 2,997,550 3,035,881

売上原価 2,679,090 2,733,407

売上総利益 318,460 302,473

割賦販売未実現利益戻入額 399 333

割賦販売未実現利益繰入額 354 416

繰延リース利益繰入額 － 3,517

差引売上総利益 318,504 298,873

販売費及び一般管理費 91,642 95,246

営業利益 226,861 203,626

営業外収益   

受取利息 78 124

受取配当金 9,832 10,411

その他 3,955 6,035

営業外収益合計 13,866 16,571

営業外費用   

支払利息 1,682 1,550

営業外費用合計 1,682 1,550

経常利益 239,045 218,647

特別利益   

固定資産売却益 1,489 1,391

特別利益合計 1,489 1,391

税引前四半期純利益 240,535 220,038

法人税、住民税及び事業税 82,388 58,925

法人税等調整額 11,499 25,716

法人税等合計 93,888 84,642

四半期純利益 146,646 135,396
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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１四半期累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30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．「その他事業」は、自動車整備業及び損保代理業等であります。 

２．セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用で、報告セグメントに帰属

しない一般管理費であります。  

３．報告セグメント利益の合計額は、四半期損益計算書計上額（営業利益）と一致しております。 

  

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１四半期累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６月30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．「その他事業」は、自動車整備業及び損保代理業等であります。 

２．セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用で、報告セグメントに帰属

しない一般管理費であります。  

３．報告セグメント利益の合計額は、四半期損益計算書計上額（営業利益）と一致しております。 

  

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）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）２ 

四半期損益
計算書計上
額（注）３

貨物自動車
運送事業 

商品販売事
業 

不動産賃貸
事業 

その他事業
（注）１ 

計 

売上高               

外部顧客への売上高  2,075,279  598,089  306,316  17,864  2,997,550  －  2,997,550

計  2,075,279  598,089  306,316  17,864  2,997,550  －  2,997,550

セグメント利益  151,717  4,099  136,058  6,718  298,594  △71,733  226,861

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）２ 

四半期損益
計算書計上
額（注）３

貨物自動車
運送事業 

商品販売事
業 

不動産賃貸
事業 

その他事業
（注）１ 

計 

売上高               

外部顧客への売上高  2,051,898  663,020  303,186  17,775  3,035,881  －  3,035,881

計  2,051,898  663,020  303,186  17,775  3,035,881  －  3,035,881

セグメント利益  131,025  3,841  137,947  6,947  279,761  △76,134  203,626
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