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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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2四半期 12,082 2.7 404 △9.0 353 △14.8 221 △11.1
25年3月期第2四半期 11,762 4.2 444 17.0 414 24.5 248 39.6

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 278百万円 （10.1％） 25年3月期第2四半期 252百万円 （42.0％）

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2四半期 29.63 ―
25年3月期第2四半期 33.33 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 24,153 10,944 44.9
25年3月期 23,870 10,725 44.5
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  10,839百万円 25年3月期  10,627百万円

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00
26年3月期 ― 8.00
26年3月期（予想） ― 8.00 16.00

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、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  ：  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

通期 24,100 2.0 970 13.3 860 14.3 470 7.9 62.99



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「（２）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 

(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予想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仮定及び業績
予想のご利用にあたっての注意事項については、添付資料Ｐ．２「（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

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2Q 7,546,000 株 25年3月期 7,546,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 84,922 株 25年3月期 84,922 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 7,461,078 株 25年3月期2Q 7,461,097 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要の下支えに加え、政府の緊急経済対策や日本銀行

による金融緩和策の効果が相俟って、企業収益や個人消費の回復など、持ち直しの兆しが見られるようになって

まいりました。 

このような状況下、当社グループにおきましては、前連結会計年度や当連結会計年度に入って取り扱いを開始

した新規のセンター業務が寄与したほか、衛生用品や家具等の生活関連貨物の取り扱いが引き続き堅調に推移い

たしました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益（売上高）は120億82百万円（前年同期比2.7％増）となりま

した。 

一方、利益面におきましては、従来有力貨物であった家電製品や紙製品が業界再編等の影響により取扱量を減

少させたことや、一部貨物の増産に伴う波動を吸収し切れず外注費や労務費等が増加したことなどに加え、新規

事業の立ち上げ費用も影響し、営業利益は４億４百万円（前年同期比9.0％減）、経常利益は３億53百万円（前

年同期比14.8％減）、四半期純利益は２億21百万円（前年同期比11.1％減）と、いずれも減益となりました。 

セグメント別の営業収益の状況は次のとおりであります。 

物流事業の営業収益は120億１百万円（前年同期比2.8％増）となりました。その内訳は、輸送部門が75億68百

万円（前年同期比0.9％増）、倉庫部門は44億33百万円（前年同期比6.3％増）となりました。 

その他（不動産事業）は81百万円（前年同期比10.1％減）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の資産の部合計は、前連結会計年度末に比べ、２億83百万円増加の241億53百万

円となりました。主な要因は、受取手形及び営業未収入金、現金及び預金が減少したものの、土地、電子記録債

権、建物及び構築物が増加したためであります。 

負債の部合計は、前連結会計年度末に比べ、65百万円増加の132億９百万円となりました。主な要因は、支払

手形及び営業未払金、設備支払手形（流動負債のその他に含まれる）、短期借入金及び社債が減少したものの、

長期借入金及び未払法人税等が増加したためであります。 

純資産の部合計は、前連結会計年度末に比べ、２億18百万円増加の109億44百万円となりました。主な要因

は、利益剰余金の増加によるものです。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は９億53百万円となり、

前連結会計年度末より63百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は５億43百万円（前年同期比26百万円増）となりました。これは主に税金等調整

前四半期純利益３億54百万円、減価償却費３億１百万円及び売上債権の減少額１億６百万円による収入に対し、

仕入債務の減少額１億42百万円及び法人税等の支払額89百万円による支出があったことなどによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果支出した資金は８億７百万円（前年同期比３億49百万円増）となりました。これは主に有形固

定資産の取得による支出５億92百万円及び無形固定資産の取得による支出２億51百万円があったことなどによる

ものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は２億５百万円（前年同期は１億59百万円の支出）となりました。これは主に短

期借入金の純減少額52百万円、長期借入金の返済支出６億75百万円、社債の償還による支出50百万円及び配当金

の支払額59百万円に対し、長期借入れによる収入10億50百万円があったことなどによるものです。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、現時点においては平成25年５月10日に公表いたしました連結

業績予想から修正は行っておりません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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 

税金費用については、当第２四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．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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,030 953

受取手形及び営業未収入金 3,732 3,357

電子記録債権 － 290

販売用不動産 80 80

繰延税金資産 59 59

その他 246 252

貸倒引当金 △7 △7

流動資産合計 5,142 4,986

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,445 4,501

機械装置及び運搬具（純額） 263 290

土地 10,823 11,170

建設仮勘定 9 0

その他（純額） 142 129

有形固定資産合計 15,684 16,093

無形固定資産 732 729

投資その他の資産   

投資有価証券 402 442

繰延税金資産 239 232

その他 1,670 1,672

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 2,310 2,345

固定資産合計 18,727 19,167

資産合計 23,870 24,153
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 2,185 2,046

短期借入金 3,771 3,710

1年内償還予定の社債 100 100

未払法人税等 102 156

賞与引当金 114 129

その他 767 657

流動負債合計 7,040 6,800

固定負債   

社債 400 350

長期借入金 4,960 5,343

退職給付引当金 359 385

負ののれん 4 2

その他 379 327

固定負債合計 6,104 6,409

負債合計 13,144 13,209

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,284 1,284

資本剰余金 1,086 1,086

利益剰余金 8,212 8,374

自己株式 △59 △59

株主資本合計 10,523 10,685

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 97 125

為替換算調整勘定 6 28

その他の包括利益累計額合計 103 154

少数株主持分 97 104

純資産合計 10,725 10,944

負債純資産合計 23,870 24,153
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業収益 11,762 12,082

営業原価 10,971 11,340

営業総利益 790 742

販売費及び一般管理費 346 337

営業利益 444 404

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 3 4

負ののれん償却額 2 2

受取保険金 3 －

受取補償金 13 －

その他 12 9

営業外収益合計 34 16

営業外費用   

支払利息 57 54

その他 7 14

営業外費用合計 65 68

経常利益 414 353

特別利益   

固定資産売却益 0 5

特別利益合計 0 5

特別損失   

固定資産売却損 3 －

固定資産除却損 0 3

投資有価証券評価損 2 －

特別損失合計 6 3

税金等調整前四半期純利益 408 354

法人税等 158 141

少数株主損益調整前四半期純利益 250 212

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1 △8

四半期純利益 248 221
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 250 212

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1 27

為替換算調整勘定 4 37

その他の包括利益合計 2 65

四半期包括利益 252 278

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 249 271

少数株主に係る四半期包括利益 3 6
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 408 354

減価償却費 286 301

支払利息 57 54

有形固定資産売却損益（△は益） 2 △5

有形固定資産除却損 0 3

売上債権の増減額（△は増加） 4 106

たな卸資産の増減額（△は増加） 12 △0

仕入債務の増減額（△は減少） △75 △142

その他 53 12

小計 751 684

利息及び配当金の受取額 3 4

利息の支払額 △52 △56

法人税等の支払額 △185 △89

営業活動によるキャッシュ・フロー 516 543

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △252 △592

有形固定資産の売却による収入 3 27

無形固定資産の取得による支出 △143 △251

その他 △65 8

投資活動によるキャッシュ・フロー △458 △807

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 150 △52

長期借入れによる収入 320 1,050

長期借入金の返済による支出 △564 △675

社債の償還による支出 － △50

配当金の支払額 △59 △59

その他 △5 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △159 205

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △101 △63

現金及び現金同等物の期首残高 1,058 1,016

現金及び現金同等物の四半期末残高 956 953
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該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。   

  

（４）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）
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