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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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3四半期 30,588 3.0 769 △16.2 778 △20.7 413 △23.6
25年3月期第3四半期 29,690 0.3 918 10.3 981 20.1 541 6.2

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 476百万円 （△16.4％） 25年3月期第3四半期 569百万円 （18.5％）

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3四半期 20.02 ―
25年3月期第3四半期 25.90 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 41,525 10,493 ―
25年3月期 41,365 10,122 24.4
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 10,470百万円 25年3月期 10,099百万円

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 
（注） 平成25年3月期 期末配当金5円00銭には、当社創立70周年の記念配当1円00銭が含まれております。 

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 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 4.00 4.00

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 39,700 1.4 820 △0.2 830 △6.8 410 17.2 19.84



(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、金融証券取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融証券取引法に基づ
く四半期財務諸表の四半期レビュー手続きは終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想につきましては、発表日現在のデータに基づき作成したものであり、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
は、今後様々な要因によって予想数値と大きく異なる可能性があります。 

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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3Q 22,000,000 株 25年3月期 22,000,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 1,344,389 株 25年3月期 1,341,322 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 20,657,244 株 25年3月期3Q 20,889,930 株
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（１）経営成績に関する説明 

  当第３四半期連結累計期間（平成２５年４月１日～平成２５年１２月３１日）におけるわが国経済は、政府によ

る経済政策や日本銀行の金融政策などを背景に円安や株価の回復が続き、企業収益や個人消費に改善が見られるな

ど、総じて景気は回復基調で推移しました。 

 物流業界におきましても、国内輸送量には回復傾向が見られましたが、企業間競争による運賃の低迷、燃料価格

の高騰などにより厳しい経営環境でありました。 

 このような中、当社グループは、顧客の信頼確保による増収を図るべく輸送品質の向上と顧客満足度アップに努

めるとともに、運賃改定、引越事業の強化、３ＰＬ事業など付加価値の高い物流を通して成長戦略を進めてまいり

ました。 

 さらに、運行の合理化、効率化を進めるとともに諸経費の削減にも努めてまいりました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は３０５億８千８百万円（前年同期比103.0％）となり、営業

利益は７億６千９百万円（前年同期営業利益は９億１千８百万円）、経常利益は７億７千８百万円（前年同期経常

利益は９億８千１百万円）となりました。また、四半期純利益は４億１千３百万円（前年同期純利益は５億４千１

百万円）となりました。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 貨物運送関連 

 貨物運送関連につきましては、貨物取扱量の増加等により営業収益は２８７億３千７百万円（前年同期比

102.9％）となりましたが、営業利益は、燃料価格の上昇に伴う燃油費の増加や外注費（傭車料）の増加などによ

り５億６千９百万円（前年同期営業利益は６億７千９百万円）となりました。 

② 不動産賃貸 

 不動産賃貸につきましては、東京に所在する当社保有のビルを賃貸しておりましたが、平成２５年１０月２６日

をもって賃貸契約が終了したため、営業収益は１億２千６百万円（前年同期比76.0％）となり、営業利益は７千万

円（前年同期営業利益は１億１千１百万円）となりました。 

③ 石油製品販売 

 石油製品販売につきましては、商品価格が上昇したことなどにより、営業収益は１３億２千２百万円（前年同期

比110.8％）となり、営業利益は９百万円（前年同期営業利益は１千万円）となりました。 

④ その他 

 その他につきましては、自動車用品販売、フォークリフト販売及び一般労働者派遣等を含んでおり、営業収益は

４億２百万円（前年同期比100.6％）となり、営業利益は９千１百万円（前年同期営業利益は８千７百万円）とな

りました。 

   

   

（２）財政状態に関する説明 

  当第３四半期連結会計期間末の総資産は４１５億２千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億６千万円の

増加となりました。これは、現金及び預金の減少、受取手形及び営業未収入金の増加等により流動資産が４千７百

万円減少し、車両、投資有価証券の増加等により固定資産が２億８百万円増加したことによるものであります。 

 負債につきましては３１０億３千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億１千万円の減少となりました。

これは借入金の返済などによるものであります。 

 純資産につきましては１０４億９千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億７千１百万円の増加となりま

した。これは利益剰余金の増加などによるものであります。 

   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 今後の見通しにつきましては、平成２６年４月から実施される消費税増税を前にした駆け込み需要の発生に伴い

輸送量の増加が期待できるものの、燃料価格の高止まりや海外景気の動向なども懸念され、先行き不透明な状況で

推移する事も予想されます。  

 通期業績予想につきましては、平成２５年５月１０日公表時からの変更はありません。 

  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（１）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



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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,281,075 3,780,991

受取手形及び営業未収入金 6,246,018 6,636,884

有価証券 201,530 201,080

たな卸資産 140,495 164,204

その他 454,491 493,919

貸倒引当金 △23,669 △24,597

流動資産合計 11,299,941 11,252,482

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,096,903 9,080,620

車両運搬具（純額） 1,411,038 1,517,293

土地 15,767,406 15,767,406

その他（純額） 147,644 189,872

有形固定資産合計 26,422,992 26,555,193

無形固定資産 577,240 560,979

投資その他の資産   

投資有価証券 2,575,790 2,700,194

その他 566,918 550,349

貸倒引当金 △77,781 △93,301

投資その他の資産合計 3,064,927 3,157,241

固定資産合計 30,065,160 30,273,414

資産合計 41,365,102 41,525,897

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 2,844,467 3,145,998

短期借入金 12,123,346 9,185,091

未払法人税等 269,444 81,893

賞与引当金 223,561 3,450

その他 2,305,737 2,502,334

流動負債合計 17,766,556 14,918,768

固定負債   

長期借入金 9,188,289 11,967,531

退職給付引当金 2,705,894 2,769,737

役員退職慰労引当金 161,884 165,576

資産除去債務 89,236 94,684

その他 1,330,862 1,115,916

固定負債合計 13,476,166 16,113,445

負債合計 31,242,723 31,032,213



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,420,600 2,420,600

資本剰余金 1,761,954 1,761,954

利益剰余金 5,677,234 5,987,633

自己株式 △206,867 △207,374

株主資本合計 9,652,921 9,962,812

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 446,889 507,634

その他の包括利益累計額合計 446,889 507,634

少数株主持分 22,567 23,236

純資産合計 10,122,379 10,493,683

負債純資産合計 41,365,102 41,525,897



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

営業収益 29,690,445 30,588,356

営業原価 27,715,912 28,724,497

営業総利益 1,974,532 1,863,858

販売費及び一般管理費 1,055,667 1,094,018

営業利益 918,865 769,840

営業外収益   

受取利息 355 266

受取配当金 26,876 25,841

受取賃貸料 137,428 142,119

持分法による投資利益 36,986 43,517

その他 122,384 70,394

営業外収益合計 324,032 282,139

営業外費用   

支払利息 258,179 246,016

その他 2,731 27,496

営業外費用合計 260,910 273,512

経常利益 981,987 778,466

特別利益   

固定資産売却益 68,154 40,700

特別利益合計 68,154 40,700

特別損失   

固定資産売却損 765 398

投資有価証券評価損 11,475 180

リース解約損 7,001 －

特別損失合計 19,242 578

税金等調整前四半期純利益 1,030,899 818,588

法人税、住民税及び事業税 365,671 282,497

法人税等調整額 120,894 120,230

法人税等合計 486,566 402,728

少数株主損益調整前四半期純利益 544,333 415,860

少数株主利益 3,090 2,168

四半期純利益 541,242 413,691



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 544,333 415,860

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 25,608 60,744

その他の包括利益合計 25,608 60,744

四半期包括利益 569,941 476,605

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 566,851 474,436

少数株主に係る四半期包括利益 3,090 2,168



   該当事項はありません。 

   

   該当事項はありません。 

   

  Ⅰ 前第3四半期連結累計期間（自平成24年4月1日 至平成24年12月31日）  

   １．報告セグメントごとの営業収益及び利益の金額に関する情報                (単位：千円) 

  （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、自動車用品販売、フォークリフ

ト販売及び一般労働者派遣等を含んでおります。 

     2. セグメント利益の調整額29,128千円は、セグメント間取引消去であります。 

     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3四半期連結累計期間（自平成25年4月1日 至平成25年12月31日） 

   １．報告セグメントごとの営業収益及び利益の金額に関する情報                (単位：千円) 

  （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、自動車用品販売、フォークリフ

ト販売及び一般労働者派遣等を含んでおります。 

     2. セグメント利益の調整額28,314千円は、セグメント間取引消去であります。 

     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）

  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 

貨物運送 

関連 

不動産 

賃貸 

石油製品 

販売 
計 

営業収益                 

 外部顧客への 

 営業収益  
 27,931,029  165,951 1,193,631 29,290,611 399,833 29,690,445 － 29,690,445

 セグメント間 

 の内部営業収 

 益又は振替高 

 21,870 － 2,161,117 2,182,988 801,994 2,984,982 (2,984,982) －

計  27,952,899  165,951 3,354,748 31,473,599 1,201,828 32,675,428 (2,984,982) 29,690,445

セグメント利益  679,683  111,753 10,542 801,980 87,757 889,737  29,128 918,865

  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 

貨物運送 

関連 

不動産 

賃貸 

石油製品 

販売 
計 

営業収益                 

 外部顧客への 

 営業収益  
 28,737,837  126,098 1,322,076 30,186,012 402,343 30,588,356 － 30,588,356

 セグメント間 

 の内部営業収 

 益又は振替高 

 22,487 － 2,366,295 2,388,783 819,276 3,208,059 (3,208,059) －

計  28,760,324  126,098 3,688,371 32,574,795 1,221,620 33,796,415 (3,208,059) 30,588,356

セグメント利益  569,837  70,917 9,369 650,125 91,400 741,526  28,314 769,840
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