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（百万円未満切捨て） 

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） 
(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３四半期 66,591 3.6 2,986 8.1 3,608 7.3 2,244 4.3
25年３月期第３四半期 64,251 2.7 2,762 △19.9 3,362 △11.7 2,151 △10.0
（注）包括利益  26年３月期第３四半期 3,197百万円（38.9％） 25年３月期第３四半期 2,302百万円（△10.8％） 

 

 
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３四半期 34.89 －
25年３月期第３四半期 33.44 －
 
(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３四半期 95,154 45,308 46.5 
25年３月期 90,861 42,833 45.9 
（参考）自己資本    26年３月期第３四半期  44,259百万円  25年３月期  41,688百万円 

 
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 － 4.00 － 5.00 9.00
26年３月期 － 4.00 －  
26年３月期(予想)  5.00 9.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：無 

 
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） 

 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

通      期 87,000 2.7 3,700 18.7 4,000 0.5 2,500 31.2 38.86
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：無 

 

MW901C09
FASF



 

※ 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

（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 
：無 

新規  －社  （社名） 、除外  －社  （社名） 
  
(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 

詳細は、【添付資料】２ページ「２．（１）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 

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３Ｑ 67,142,417株 25年３月期 67,142,417株
②  期末自己株式数 26年３月期３Ｑ 2,815,048株 25年３月期 2,805,264株
③  期中平均株式数(四半期累計) 26年３月期３Ｑ 64,333,288株 25年３月期３Ｑ 64,338,585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ますが、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
ります。 
 
※ 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および合理
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異なる可能性があり
ます。 
なお、業績予想に関する事項につきましては、【添付資料】２ページ「１．（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。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1)  経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間の当社グループの業績は、総合物流事業において、倉庫業では、倉

庫保管残高は前年同期に比べ減少しましたが、入出庫にかかる取扱量は前年同期に比べ増加とな

り、消費財を中心とした物流加工業務の取扱量も前年同期に比べ増加しました。港湾運送業では、

四日市港における海上コンテナの取扱量は前年同期に比べ増加しましたが、輸入原料の取扱量に

ついては、石炭が増加したものの、鉱石類等が減少しました。陸上運送業では、主力のトラック

輸送の取扱量は前年同期並に推移し、バルクコンテナ輸送の取扱量は前年同期に比べ減少しまし

た。国際複合輸送業では、輸出入の取扱量は海上輸送、航空輸送ともに前年同期に比べ増加しま

した。このような状況により、総合物流事業全体の売上高は、前年同期比3.7％増の657億８千８

百万円となりました。 

その他の事業につきましては、依然として厳しい環境下ではありましたが、業務の効率化や収

支改善に努めました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、連結子会社が増加したことに加え、

消費財物流の取扱いが堅調に推移したことなどにより、前年同期比3.6％増の665億９千１百万円

となり、連結経常利益は、前年同期比7.3％増の36億８百万円となり、連結四半期純利益は、前年

同期比4.3％増の22億４千４百万円となりました。 

 

(2)  財政状態に関する説明 

総資産は、前連結会計年度末と比べ42億９千３百万円増加し、951億５千４百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末と比べ24億７千４百万円増加し、453億８百万円となりました。 

 

(3)  連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、概ね計画通りに推移しましたので、平成25

年５月９日に公表しました通期の業績予想は変更しておりません。 

なお、今後の動向により業績予想の変更が必要な場合には、開示基準に従って速やかに開示い

たします。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1)  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

税金費用については、当第３四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。 
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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 10,010 9,296

受取手形及び営業未収金 13,832 15,401

たな卸資産 122 116

その他 2,492 2,389

貸倒引当金 △16 △18

流動資産合計 26,442 27,185

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,653 13,816

土地 29,656 30,310

その他（純額） 3,216 5,533

有形固定資産合計 47,526 49,660

無形固定資産 1,254 1,232

投資その他の資産   

投資有価証券 11,273 12,655

その他 4,381 4,440

貸倒引当金 △16 △20

投資その他の資産合計 15,638 17,075

固定資産合計 64,419 67,968

資産合計 90,861 95,154
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 7,373 7,991

短期借入金 2,741 2,792

1年内返済予定の長期借入金 4,373 1,875

未払法人税等 372 604

賞与引当金 971 492

その他 2,649 4,324

流動負債合計 18,482 18,081

固定負債   

長期借入金 17,787 19,663

再評価に係る繰延税金負債 4,618 4,618

退職給付引当金 1,470 1,490

役員退職慰労引当金 13 18

長期預り保証金 3,547 3,463

負ののれん 6 1

その他 2,100 2,508

固定負債合計 29,545 31,764

負債合計 48,027 49,846

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,428 8,428

資本剰余金 6,732 6,732

利益剰余金 28,160 29,932

自己株式 △1,100 △1,103

株主資本合計 42,221 43,989

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 929 1,605

土地再評価差額金 △1,366 △1,366

為替換算調整勘定 △95 31

その他の包括利益累計額合計 △532 270

少数株主持分 1,144 1,048

純資産合計 42,833 45,308

負債純資産合計 90,861 95,154
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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３四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

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) 

売上高 64,251 66,591

売上原価 57,556 59,514

売上総利益 6,695 7,076

販売費及び一般管理費 3,932 4,090

営業利益 2,762 2,986

営業外収益   

受取利息 12 12

受取配当金 316 212

持分法による投資利益 397 426

その他 113 197

営業外収益合計 840 848

営業外費用   

支払利息 234 196

その他 6 29

営業外費用合計 240 226

経常利益 3,362 3,608

特別利益   

固定資産処分益 37 27

負ののれん発生益 0 1

特別利益合計 38 28

特別損失   

固定資産処分損 20 15

関係会社株式売却損 － 30

投資有価証券評価損 － 0

その他 3 －

特別損失合計 23 46

税金等調整前四半期純利益 3,377 3,591

法人税等 1,161 1,268

少数株主損益調整前四半期純利益 2,216 2,322

少数株主利益 64 78

四半期純利益 2,151 2,244
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 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：百万円)

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 2,216 2,322

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 71 680

為替換算調整勘定 12 188

持分法適用会社に対する持分相当額 2 5

その他の包括利益合計 85 874

四半期包括利益 2,302 3,197

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,226 3,064

少数株主に係る四半期包括利益 75 133
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(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） 

該当事項はありません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

該当事項はありません。 
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