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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） 

 

(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 ％

26年3月期第1四半期 59,208 △0.6 5,820 △6.7 6,259 △5.1 3,850 △4.1
25年3月期第1四半期 59,592 2.7 6,236 7.6 6,596 5.8 4,017 14.1

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 4,647百万円 （40.8％） 25年3月期第1四半期 3,300百万円 （△1.8％）

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

26年3月期第1四半期 14.94 ―
25年3月期第1四半期 15.58 ―

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

26年3月期第1四半期 330,184 276,307 83.7 1,071.49
25年3月期 326,741 274,239 83.9 1,063.46
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  276,267百万円 25年3月期  274,199百万円

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   

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 ― ― ― 10.00 10.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

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）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 117,200 △0.2 11,100 △6.3 11,500 △7.3 6,300 △16.7 24.43
通期 234,600 1.0 21,900 2.0 23,100 1.9 13,600 2.6 52.75



(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 

(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.2「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結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。 

※  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   ：  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 274,345,675 株 25年3月期 274,345,675 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 16,509,892 株 25年3月期 16,509,889 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 257,835,785 株 25年3月期1Q 257,838,916 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間における世界経済は、欧州では、金融不安は残るものの、景気は下げ止まりの兆候が

見られ、米国においても、景気は緩やかな回復傾向にあります。一方、アジアにおいては、中国の景気は足踏み状

態にあるものの、ＡＳＥＡＮ諸国は持ち直しつつあり、地域格差が目立つ状況となっております。 

国内においては、政府による経済政策により為替等の改善は見られるものの、雇用情勢は厳しく、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は、慢性的な円高は改善されてまいりましたが、輸出入貨物とも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国内営業基盤の更なる強化を図るべく、「国内営業戦略室」を立ち上

げ、「海外事業戦略本部」との融合により国内外の拠点網を駆使したサプライチェーンを活用し、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１四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、

利益面におきましては、営業利益は前年同期に比べて6.7％減益の 百万円、経常利益は5.1％減益の 百

万円となり、四半期純利益におきましては前年同期に比べて4.1％減益の 百万円となりました。 

  

各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、コンテナ貨物や穀類の取扱いが増加しましたが、青果物や自動車の取扱いが減少

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2.9％減収の493億79百万円、セグメント利益は

6.9％減益の51億88百万円となりました。 

［国際物流事業］ 

国際物流事業におきましては、精密製品を中心とした貨物の取扱いやそれらの付帯作業、並びにプラント貨物の

取扱いが増加したことにより、国際物流事業部門の営業収益は前年同期に比べて15.8％増収の79億1百万円、セグ

メント利益は8.7％増益の2億90百万円となりました。 

［その他］ 

その他の事業におきましては、景気の回復基調による設備投資案件の増加により、建設工事や重量貨物運搬が増

加したことから、その他の事業部門の営業収益は前年同期に比べて20.6％増収の56億5百万円となりましたが、受

注状況は一段と厳しくなり、セグメント利益は11.7％減益の3億39百万円となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、「現金及び預金」が減少したものの、「有形固定資産」、「受

取手形及び営業未収入金」、「投資有価証券」及び「有価証券」が増加したことなどにより、前連結会計年度末に

比べて34億43百万円増加の 百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、「未払法人税等」が減少したものの、「支払手形及び営業未

払金」及び流動負債の「その他」に含まれる「未払費用」が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて

13億75百万円増加の 百万円となりました。 

当第１四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20億68百万円増加の 百万円となりました。

この結果、自己資本比率は、83.7％となりました。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 当第１四半期の業績は概ね計画どおり推移しており、平成25年５月14日に公表いたしました第２四半期連結累計

期間及び通期の業績予想に変更はありません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

592億8

58億20 62億59

38億50

3,301億84

538億77

2,763億7
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（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 

 該当事項はありません。   

   

   

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 16,648 14,373

受取手形及び営業未収入金 40,950 42,004

有価証券 15,900 16,500

たな卸資産 1,024 975

その他 9,383 10,509

貸倒引当金 △55 △49

流動資産合計 83,852 84,314

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 109,863 108,406

土地 79,436 83,366

その他（純額） 16,792 16,450

有形固定資産合計 206,091 208,223

無形固定資産 6,913 7,088

投資その他の資産   

投資有価証券 20,681 21,645

その他 9,543 9,257

貸倒引当金 △340 △345

投資その他の資産合計 29,884 30,558

固定資産合計 242,889 245,870

資産合計 326,741 330,184

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 24,302 24,992

未払法人税等 4,255 3,242

賞与引当金 163 245

その他 11,224 12,875

流動負債合計 39,944 41,355

固定負債   

退職給付引当金 11,515 11,503

役員退職慰労引当金 12 13

船舶特別修繕引当金 6 6

その他 1,023 998

固定負債合計 12,557 12,521

負債合計 52,502 53,877
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（単位：百万円）

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 31,642 31,642

資本剰余金 26,854 26,854

利益剰余金 223,818 225,091

自己株式 △11,374 △11,374

株主資本合計 270,940 272,212

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,572 4,196

為替換算調整勘定 △313 △141

その他の包括利益累計額合計 3,259 4,054

少数株主持分 40 39

純資産合計 274,239 276,307

負債純資産合計 326,741 330,184
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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：百万円）

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 59,592 59,208

営業原価 49,467 49,505

営業総利益 10,124 9,703

販売費及び一般管理費 3,887 3,882

営業利益 6,236 5,820

営業外収益   

受取利息 32 26

受取配当金 163 218

持分法による投資利益 49 39

その他 116 158

営業外収益合計 362 442

営業外費用   

雑支出 3 4

営業外費用合計 3 4

経常利益 6,596 6,259

特別利益   

固定資産売却益 33 4

投資有価証券売却益 53 17

補助金収入 153 －

特別利益合計 240 22

特別損失   

固定資産除売却損 61 16

投資有価証券評価損 89 －

特別損失合計 150 16

税金等調整前四半期純利益 6,686 6,265

法人税、住民税及び事業税 2,732 2,380

法人税等調整額 △63 32

法人税等合計 2,668 2,413

少数株主損益調整前四半期純利益 4,017 3,851

少数株主利益 0 0

四半期純利益 4,017 3,850
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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：百万円）

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 4,017 3,851

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △803 624

為替換算調整勘定 47 81

持分法適用会社に対する持分相当額 38 90

その他の包括利益合計 △717 796

四半期包括利益 3,300 4,647

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,300 4,646

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） 

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） 

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）四半期連結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）

  （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  49,212  6,239  55,452  4,140  59,592  －  59,592

セグメント間の内部 

営業収益又は振替高 
 1,642  586  2,229  506  2,736  △2,736  －

計  50,855  6,826  57,681  4,647  62,329  △2,736  59,592

セグメント利益  5,573  267  5,840  385  6,226  10  6,236
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  （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  47,700  7,271  54,971  4,237  59,208  －  59,208

セグメント間の内部 

営業収益又は振替高 
 1,679  629  2,309  1,368  3,677  △3,677  －

計  49,379  7,901  57,281  5,605  62,886  △3,677  59,208

セグメント利益  5,188  290  5,478  339  5,818  2  5,820
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