
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

     

   

 

   

 
  

  

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

 

   

平成26年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成25年８月７日

上 場 会 社 名 三重交通グループホールディングス株式会社 上場取引所 名
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代  表  者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 岡本 直之
問合せ先責任者 (役職名) 経理グループ 経理担当部長 (氏名) 北村 亨 (TEL) 059-213-0351

四半期報告書提出予定日 平成25年８月９日 配当支払開始予定日 －

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無

四半期決算説明会開催の有無 ：無

(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30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 ％

26年３月期第１四半期 22,530 8.6 991 12.1 962 16.8 405 △34.1
25年３月期第１四半期 20,745 △11.9 884 △41.8 824 △40.8 614 △20.7

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 389百万円( 56.1％) 25年３月期第１四半期 249百万円(△52.4％)

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 4.54 ―
25年３月期第１四半期 6.99 ―

（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 ％

26年３月期第１四半期 145,851 27,070 17.7
25年３月期 147,220 27,110 17.6

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 25,847百万円 25年３月期 25,883百万円

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

25年３月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
26年３月期 ―

26年３月期(予想) 0.00 ― 6.00 6.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

(注) 26年３月期（予想）の期末配当金には、当社の上場会社としての前身である三重交通(株)が26年２月に創立70周年
を迎えることから、記念配当１円を含んでおります。

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

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) 50,000 21.0 1,300 19.8 1,000 10.7 600 1.1 6.72
通期 112,000 6.9 3,800 16.2 3,000 9.3 2,100 2.9 23.54

(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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（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

（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 ： 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

（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) 26年３月期１Ｑ 107,301,583株 25年３月期 107,301,583株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 18,079,064株 25年３月期 18,125,092株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 89,200,264株 25年３月期１Ｑ 88,024,633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、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
・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、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、四半期決算短信(添付資料)２ページ
「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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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外景気に対する不安感など、先行き不透明な状

況はあるものの、アベノミクスの３本の矢に対する期待を背景に、多くの企業で業況感は改善されるも

のとなりました。 

このような状況の中、当社グループは、基本理念である「お客様の豊かな暮らしと、地域社会の発展

に貢献」を実践することが企業価値の向上に繋がるとの考えに基づき、重点分野の事業拡大による成長

戦略の推進、収益性の向上、有利子負債の削減、ガバナンス（内部統制）の強化に努めました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、営業収益は22,530百万円（前年同四半期比1,785百

万円、8.6％増）となり、営業利益は991百万円（同106百万円、12.1％増）、経常利益は 962百万円

（同138百万円、16.8％増）、四半期純利益は405百万円（同209百万円、34.1％減）となりました。 

  

  

当第１四半期連結会計期間末（平成25年6月30日現在）における財政状態は、総資産はその他流動資

産の減少等により145,851百万円（前連結会計年度末比1,369百万円減）となりました。また、負債は支

払手形・買掛金の減少等により118,781百万円（前連結会計年度末比1,329百万円減）となりました。純

資産は利益剰余金の減少等により27,070百万円（前連結会計年度末比39百万円減）となりました。 

  

  

連結業績予想につきましては、現時点で平成25年５月２日に開示いたしました内容から変更はありま

せん。 

  

  

  

  

  

  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態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
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該当事項はありません。  

  

（税金費用の計算） 

当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する方法を採用しております。  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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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：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,729,933 3,346,745

受取手形及び売掛金 6,201,459 5,938,921

商品及び製品 1,885,329 2,108,520

販売用不動産 31,616,292 30,517,108

仕掛品 260,622 602,622

原材料及び貯蔵品 218,533 219,190

その他 4,958,932 3,261,365

貸倒引当金 △58,620 △45,629

流動資産合計 48,812,482 45,948,844

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 30,540,442 30,090,915

土地 45,368,618 46,756,930

その他（純額） 4,834,982 5,530,638

有形固定資産合計 80,744,042 82,378,484

無形固定資産

その他 459,869 434,451

無形固定資産合計 459,869 434,451

投資その他の資産

その他 17,345,552 17,228,166

貸倒引当金 △141,276 △138,359

投資その他の資産合計 17,204,276 17,089,807

固定資産合計 98,408,187 99,902,743

資産合計 147,220,670 145,851,587

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,441,077 5,089,091

短期借入金 21,937,000 25,117,000

1年内返済予定の長期借入金 18,873,281 17,118,736

未払法人税等 541,913 537,281

賞与引当金 1,048,913 1,627,304

引当金 433,411 426,924

その他 10,316,047 11,456,240

流動負債合計 60,591,644 61,372,578

固定負債

長期借入金 34,815,478 32,788,774

退職給付引当金 2,804,016 2,885,629

引当金 240,309 240,309

資産除去債務 246,236 247,395

長期預り保証金 15,255,269 15,071,499

その他 6,157,581 6,175,164

固定負債合計 59,518,891 57,408,772

負債合計 120,110,535 118,781,350
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,000,000 3,000,000

資本剰余金 8,426,826 8,429,381

利益剰余金 10,338,506 10,313,497

自己株式 △2,352,582 △2,343,279

株主資本合計 19,412,750 19,399,600

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 4,683,813 4,667,511

繰延ヘッジ損益 68,514 61,735

土地再評価差額金 1,718,913 1,718,913

その他の包括利益累計額合計 6,471,241 6,448,160

少数株主持分 1,226,143 1,222,476

純資産合計 27,110,135 27,070,237

負債純資産合計 147,220,670 145,851,587
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)

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

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

営業収益 20,745,209 22,530,887

営業費用

運輸業等営業費及び売上原価 15,515,054 17,089,959

販売費及び一般管理費 4,345,737 4,449,538

営業費用合計 19,860,791 21,539,498

営業利益 884,418 991,389

営業外収益

受取配当金 140,345 136,576

その他 94,356 70,665

営業外収益合計 234,702 207,242

営業外費用

支払利息 278,901 227,216

その他 16,040 8,563

営業外費用合計 294,941 235,779

経常利益 824,178 962,851

特別利益

固定資産売却益 － 5,858

その他 553 669

特別利益合計 553 6,528

特別損失

固定資産処分損 69,609 12,047

投資有価証券評価損 41,988 40,362

その他 1,026 780

特別損失合計 112,623 53,190

税金等調整前四半期純利益 712,109 916,189

法人税等 93,699 503,794

少数株主損益調整前四半期純利益 618,409 412,394

少数株主利益 3,448 7,088

四半期純利益 614,961 405,305
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四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

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

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

少数株主損益調整前四半期純利益 618,409 412,394

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △273,441 △16,302

繰延ヘッジ損益 △92,965 △6,778

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,616 －

その他の包括利益合計 △369,023 △23,080

四半期包括利益 249,385 389,313

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 245,937 387,184

少数株主に係る四半期包括利益 3,448 2,128
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  該当事項はありません。 

  該当事項はありません。 

 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）重要な後発事象
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