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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 117,601 0.1 11,483 △3.1 12,174 △1.9 8,153 7.8
25年3月期第2四半期 117,465 0.5 11,847 0.2 12,406 1.0 7,564 9.0

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 9,805百万円 （51.9％） 25年3月期第2四半期 6,455百万円 （7.0％）

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 31.62 ―
25年3月期第2四半期 29.34 ―

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2四半期 336,171 281,465 83.7 1,091.49
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2四半期  281,423百万円 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 ― 5.00
26年3月期（予想） ― 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、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  ：  有   

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 235,600 1.4 22,300 3.8 23,500 3.7 15,100 14.0 58.56



(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 
 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.3「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2Q 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2Q 16,510,430 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2Q 257,835,554 株 25年3月期2Q 257,838,317 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世界経済は、欧米や米国では、財政問題はあるものの景気は穏やかな回復基

調を示し、アジアの新興国においても持ち直し傾向にあります。 

わが国においては、政府による経済政策により一部では回復の傾向がみられるものの、依然として先行き不透明

な状況で推移しました。 

物流業界におきましても、極端な円高水準の為替環境は改善されたものの、輸出入貨物の取扱いは低水準なまま

推移し、経営環境は厳しい状態が継続しました。 

このような状況下にあって当社グループは、国内外の基盤の更なる強化を図り、物流のトータル・オーガナイザ

ーとして、「上組デザイン物流」を推し進めるとともに、不動産賃貸業や太陽光発電事業等の新たな分野において

も更なる活力を注いでまいりました。 

この結果、当第２四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0.1％増収の 百万円とな

り、営業収益の伸長に伴う外注費の増加により、営業利益は前年同期に比べて3.1％減益の 百万円、経常利

益は1.9％減益の 百万円となり、四半期純利益におきましては優遇税制等の適用により法人税等が減少した

ことから、前年同期に比べて7.8％増益の 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、自動車関連貨物や飼料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1.4％減収の983億83百万円、セグメント利益は前年同期に比べて3.6％減益の102億47百万円

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、プラントや精密製品を中心とした貨物の取扱いが増加したことから、国際物流事

業部門の営業収益は前年同期に比べて14.4％増収の155億81百万円、セグメント利益は前年同期に比べて34.4％増

益の6億63百万円となりました。 

［その他］ 

その他の事業におきましては、太陽光発電事業や建設工事の取扱い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7.7％増収の102億41百万円となりましたが、セグメント利益は前年同期に比べて18.0％

減益の5億68百万円となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、「有価証券」、「投資有価証券」、「有形固定資産」及び「現

金及び預金」が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて94億29百万円増加の 百万円となり

ました。 

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて22億3百万円増加の 百万円

となりました。 

当第２四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72億25百万円増加の 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。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

1,176億1

114億83

121億74

81億53

3,361億71

547億5

2,814億65
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 通期の連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の結果を受け、次のとおり修正しております。

  

 平成26年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成25年４月１日～平成26年３月31日）  

     

   

（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。 

  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 

前回発表予想（Ａ）  234,600  21,900  23,100  13,600 52  75 

今回修正予想（Ｂ）  235,600  22,300  23,500  15,100 58  56  

増減額（Ｂ－Ａ）  1,000  400  400  1,500 －  

増減率（％）  0.4  1.8  1.7  11.0 －  

（ご参考）           

前期実績（平成25年３月期）  232,276  21,475  22,662  13,249 51  39 

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 16,648 17,573

受取手形及び営業未収入金 40,950 40,066

有価証券 15,900 20,300

たな卸資産 1,024 1,014

その他 9,383 10,044

貸倒引当金 △55 △47

流動資産合計 83,852 88,950

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 109,863 106,906

土地 79,436 83,366

その他（純額） 16,792 17,020

有形固定資産合計 206,091 207,293

無形固定資産 6,913 7,309

投資その他の資産   

投資有価証券 20,681 23,381

その他 9,543 9,596

貸倒引当金 △340 △360

投資その他の資産合計 29,884 32,617

固定資産合計 242,889 247,220

資産合計 326,741 336,171

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 24,302 24,395

未払法人税等 4,255 5,320

賞与引当金 163 157

その他 11,224 12,173

流動負債合計 39,944 42,046

固定負債   

退職給付引当金 11,515 11,617

役員退職慰労引当金 12 14

船舶特別修繕引当金 6 7

その他 1,023 1,020

固定負債合計 12,557 12,659

負債合計 52,502 54,705
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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) 

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 223,818 229,393

自己株式 △11,374 △11,375

株主資本合計 270,940 276,514

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 5,006

為替換算調整勘定 △313 △97

その他の包括利益累計額合計 3,259 4,908

少数株主持分 40 41

純資産合計 274,239 281,465

負債純資産合計 326,741 336,171
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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 117,465 117,601

営業原価 97,967 98,425

営業総利益 19,498 19,176

販売費及び一般管理費 7,651 7,693

営業利益 11,847 11,483

営業外収益   

受取利息 60 46

受取配当金 178 308

持分法による投資利益 124 59

その他 216 287

営業外収益合計 579 701

営業外費用   

為替差損 4 －

その他 15 10

営業外費用合計 19 10

経常利益 12,406 12,174

特別利益   

固定資産売却益 47 18

投資有価証券売却益 100 30

補助金収入 153 －

特別利益合計 301 49

特別損失   

固定資産除売却損 147 841

投資有価証券売却損 38 －

投資有価証券評価損 82 －

特別損失合計 268 841

税金等調整前四半期純利益 12,440 11,382

法人税、住民税及び事業税 4,941 3,303

法人税等調整額 △65 △76

法人税等合計 4,875 3,227

少数株主損益調整前四半期純利益 7,564 8,154

少数株主利益 0 1

四半期純利益 7,564 8,153
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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 7,564 8,154

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,132 1,437

為替換算調整勘定 18 132

持分法適用会社に対する持分相当額 5 80

その他の包括利益合計 △1,108 1,650

四半期包括利益 6,455 9,805

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 6,456 9,803

少数株主に係る四半期包括利益 △0 2
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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 12,440 11,382

減価償却費 4,729 5,455

のれん償却額 79 79

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 11

退職給付引当金の増減額（△は減少） 45 102

受取利息及び受取配当金 △238 △354

持分法による投資損益（△は益） △124 △59

投資有価証券売却損益（△は益） △62 △30

投資有価証券評価損益（△は益） 82 －

固定資産除売却損益（△は益） 100 822

売上債権の増減額（△は増加） 2,815 991

たな卸資産の増減額（△は増加） 369 10

仕入債務の増減額（△は減少） △1,871 48

その他 426 915

小計 18,798 19,375

利息及び配当金の受取額 239 355

法人税等の支払額 △5,373 △2,248

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,664 17,482

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △2,216 △8,339

有価証券の取得による支出 △5,000 △18,500

有価証券の売却による収入 5,000 11,000

固定資産の取得による支出 △11,321 △8,115

固定資産の売却による収入 51 23

投資有価証券の取得による支出 △1,888 △350

投資有価証券の売却及び償還による収入 905 2,155

貸付けによる支出 △26 △750

貸付金の回収による収入 8,011 26

差入保証金の差入による支出 △2,102 －

その他 △317 △487

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,902 △23,337

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △2,320 △2,578

自己株式の取得による支出 △2 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,322 △2,578

現金及び現金同等物に係る換算差額 2 19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,441 △8,414

現金及び現金同等物の期首残高 19,011 26,402

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,453 17,987
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該当事項はありません。   

   

該当事項はありません。   

   

Ⅱ 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） 

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） 

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。 

  

（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）

（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  96,535  12,441  108,976  8,489  117,465  －  117,465

セグメント間の内部 

営業収益又は振替高 
 3,229  1,181  4,411  1,022  5,433  △5,433  －

計  99,764  13,622  113,387  9,511  122,899  △5,433  117,465

セグメント利益  10,625  493  11,119  692  11,812  35  11,847

35

  （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  95,075  14,372  109,447  8,154  117,601  －  117,601

セグメント間の内部 

営業収益又は振替高 
 3,308  1,208  4,517  2,086  6,604  △6,604  －

計  98,383  15,581  113,964  10,241  124,205  △6,604  117,601

セグメント利益  10,247  663  10,911  568  11,479  3  11,483

3
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