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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 5,803 2.2 352 1.5 418 3.1 266 14.0
25年3月期第1四半期 5,676 2.0 346 7.1 406 6.4 233 0.8

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 170百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △9百万円 （―％）

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 13.99 ―
25年3月期第1四半期 12.97 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 39,684 32,615 81.8
25年3月期 39,915 32,702 81.6
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  32,472百万円 25年3月期  32,558百万円

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 ― 13.50 23.50
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 10.00 ― 12.50 22.50

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) 11,500 1.8 700 3.7 750 0.7 425 0.2 22.34
通期 22,900 2.2 1,400 5.8 1,480 3.1 855 2.5 44.94



(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、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。 

※  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1Q 19,064,897 株 25年3月期 19,064,897 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 40,920 株 25年3月期 40,688 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 19,024,104 株 25年3月期1Q 17,989,185 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わが国経済は、政府と日銀による経済・金融政策の効果などから円安・株高

の状況が続き、輸出関連企業を中心に業績の改善が見られ、デフレ脱却、景気回復への期待感が高まりました。一

方、海外におきましては、米国経済は緩やかな回復基調にあるものの、欧州債務問題や中国・新興国経済の成長鈍

化等の懸念材料により、引き続き先行き不透明な状況となりました。 

 物流業界におきましては、国内貨物輸送量は回復傾向にあり、国際貨物につきましては、円安の影響を受けて特

に輸出貨物が増加しました。一方、国内貨物の入出庫高・保管残高は減少傾向となり、引き続き厳しい経営環境で

推移しました。 

 このような事業環境のもと、当社グループは、ソリューション営業力の強化に努め一貫物流への取り組みを積極

的に進めるとともに、顧客ニーズへの対応と業務の効率化を図るため、既存設備の改修を進めております。また、

さらなる業務の品質向上を図るとともに、環境に配慮したグリーン経営の推進にも取り組み、経営の効率化に努め

ました。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の営業収益は 百万円（前年同期比2.2％増）、営業利益は 百

万円（前年同期比1.5％増）、経常利益は 百万円（前年同期比3.1％増）、四半期純利益は 百万円（前年同期

比14.0％増）となりました。 

  

（セグメント別の概況） 

① 倉庫業 

 倉庫業におきましては、入出庫高及び保管残高は前年同期に比し減少しました。これらの結果、倉庫業の営

業収益は 百万円（前年同期比2.3％減）、セグメント利益は 百万円（前年同期比6.6％減）となりまし

た。 

  

② 運送業 

 運送業におきましては、取扱数量は保管外貨物の取扱いに注力し前年同期に比し増加しましたが、保管貨物

の入出庫高は停滞しました。これらの結果、運送業の営業収益は 百万円（前年同期比2.0％増）、セグメ

ント利益は 百万円（前年同期比7.9％減）となりました。 

  

③ 国際貨物取扱業 

 国際貨物取扱業におきましては、通関業の取扱数量は特に輸出が前年同期に比し大幅に増加し、梱包業の取

扱数量も、輸出貨物の取扱高の増加に伴い増加しました。これらの結果、国際貨物取扱業の営業収益は

百万円（前年同期比7.4％増）、セグメント利益は 百万円（前年同期比34.6％増）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につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円減の 百

万円となりました。これは主に、固定資産の建設仮勘定が 百万円増加しましたが、流動資産の現金及び預金が

百万円、固定資産の建物及び構築物が 百万円、投資有価証券が 百万円減少したこと等によるものです。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円減の 百万円となりました。これは主に、固定負債

の長期借入金が 百万円、流動負債のその他に含まれております設備関係支払手形が 百万円増加しましたが、

流動負債の未払法人税等が 百万円、賞与引当金が 百万円、その他に含まれております未払金が 百万円減

少したこと等によるものです。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 百万円減の 百万円となりました。これは主に、その他

有価証券評価差額金が 百万円減少したこと等によるものです。 

 以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.2ポイント増の81.8%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 

  第１四半期連結業績は、概ね予想どおりに推移しており、現時点においては、平成25年５月10日発表の業績予想

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
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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



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 6,989,314 6,827,184

受取手形及び営業未収入金 3,317,832 3,310,326

貯蔵品 6,412 7,369

繰延税金資産 142,372 57,874

その他 522,653 443,363

貸倒引当金 △3,316 △3,225

流動資産合計 10,975,268 10,642,893

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,281,034 11,101,217

機械装置及び運搬具（純額） 684,534 730,986

土地 9,604,077 9,604,077

リース資産（純額） 36,807 31,897

建設仮勘定 415,800 765,450

その他（純額） 173,245 167,002

有形固定資産合計 22,195,498 22,400,631

無形固定資産 36,700 35,214

投資その他の資産   

投資有価証券 6,407,729 6,300,744

その他 310,249 306,026

貸倒引当金 △10,405 △1,493

投資その他の資産合計 6,707,573 6,605,277

固定資産合計 28,939,772 29,041,122

資産合計 39,915,041 39,684,016



（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 1,201,476 1,171,947

短期借入金 3,110,000 3,110,000

1年内返済予定の長期借入金 345,600 363,400

リース債務 15,137 12,528

未払法人税等 356,242 73,726

賞与引当金 241,397 112,650

役員賞与引当金 18,600 5,000

その他 879,262 1,057,000

流動負債合計 6,167,715 5,906,253

固定負債   

長期借入金 223,000 417,800

リース債務 23,510 20,963

繰延税金負債 593,741 531,322

退職給付引当金 95,653 99,039

その他 109,046 93,236

固定負債合計 1,044,953 1,162,362

負債合計 7,212,668 7,068,615

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,734,294 2,734,294

資本剰余金 2,263,807 2,263,807

利益剰余金 26,368,930 26,378,176

自己株式 △35,194 △35,388

株主資本合計 31,331,837 31,340,889

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,230,124 1,131,017

為替換算調整勘定 △3,167 186

その他の包括利益累計額合計 1,226,957 1,131,204

少数株主持分 143,577 143,306

純資産合計 32,702,372 32,615,400

負債純資産合計 39,915,041 39,684,016



（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：千円）

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 5,676,135 5,803,295

営業原価 5,179,575 5,311,286

営業総利益 496,559 492,009

販売費及び一般管理費 149,730 139,808

営業利益 346,829 352,200

営業外収益   

受取利息 151 141

受取配当金 65,148 67,820

社宅使用料 2,720 2,949

持分法による投資利益 － 4,433

その他 5,180 5,071

営業外収益合計 73,200 80,416

営業外費用   

支払利息 12,160 10,936

持分法による投資損失 1,066 －

その他 587 2,915

営業外費用合計 13,813 13,852

経常利益 406,215 418,764

特別利益   

固定資産売却益 1,734 5,388

特別利益合計 1,734 5,388

特別損失   

固定資産除却損 1,387 2,337

固定資産売却損 60 71

投資有価証券評価損 16,598 －

特別損失合計 18,046 2,409

税金等調整前四半期純利益 389,903 421,743

法人税、住民税及び事業税 102,469 76,107

法人税等調整額 52,429 78,744

法人税等合計 154,898 154,851

少数株主損益調整前四半期純利益 235,004 266,892

少数株主利益 1,659 819

四半期純利益 233,345 266,072



（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：千円）

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 235,004 266,892

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △246,193 △99,441

持分法適用会社に対する持分相当額 1,747 3,353

その他の包括利益合計 △244,445 △96,088

四半期包括利益 △9,441 170,804

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △10,938 170,319

少数株主に係る四半期包括利益 1,497 484



 該当事項はありません。   

    

 該当事項はありません。 

    

 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報 

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） 

（注）１．セグメント利益の調整額△140,701千円には、セグメント間取引消去△5千円、各報告セグメントに配分さ

れていない全社費用△140,696千円が含まれております。全社費用は、親会社の本社管理部門に係る費用で

あります。 

２．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。 

    

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） 

（注）１．セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、各報告セグメントに配分

されていない全社費用 千円が含まれております。全社費用は、親会社の本社管理部門に係る費用

であります。 

２．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。 

    

（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）

（セグメント情報等）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 
（千円）  

四半期連結 
損益計算書 
計 上 額 
（注）２ 
（千円） 

倉庫業 
(千円）  

運送業 
（千円） 

国際貨物 
取扱業 
（千円） 

計 
(千円） 

営業収益             

外部顧客への営業収益  1,358,061  2,950,755  1,367,318  5,676,135  －  5,676,135

セグメント間の内部営業
収益又は振替高 

 8,788  9,109  －  17,897  △17,897  －

計  1,366,849  2,959,864  1,367,318  5,694,033  △17,897  5,676,135

セグメント利益  190,566  221,676  75,288  487,530  △140,701  346,829

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 
（千円）  

四半期連結 
損益計算書 
計 上 額 
（注）２ 
（千円） 

倉庫業 
(千円）  

運送業 
（千円） 

国際貨物 
取扱業 
（千円） 

計 
(千円） 

営業収益             

外部顧客への営業収益  1,327,082  3,007,301  1,468,911  5,803,295  －  5,803,295

セグメント間の内部営業
収益又は振替高 

 7,706  11,504  －  19,211  △19,211  －

計  1,334,789  3,018,806  1,468,911  5,822,506  △19,211  5,803,295

セグメント利益  178,006  204,164  101,303  483,474  △131,273  352,200

△131,273 △75

△131,198
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