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  （百万円未満切捨て）

（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１四半期  62,488  3.1  3,122  16.4  3,454  9.9  2,284  94.3

25年３月期第１四半期  60,588 △2.7  2,683 △20.4  3,142  △15.1  1,175 △43.6

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 4,142百万円（ ％） －   25年３月期第１四半期 186百万円 （ ％） △90.3

  
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  9.57 －

25年３月期第１四半期  4.86 －

  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１四半期  370,212  192,250  51.4  797.44

25年３月期  366,114  189,303  51.2  785.40

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 190,306百万円   25年３月期 187,437百万円 

  
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  － 5.00 － 5.00  10.00

26年３月期  －     
26年３月期（予想）   5.00 － 5.00  10.00

（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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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

第２四半期（累計）  122,000  1.3  5,400  3.4  5,600 △4.0  3,700  96.6  15.43

通期  252,000  2.2  12,600  3.7  12,800 △5.9  7,300  68.8  30.45

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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

（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

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 278,851,815株 25年３月期 278,851,815株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 40,204,810株 25年３月期 40,200,666株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 238,648,656株 25年３月期１Ｑ 241,700,013株

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。

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。
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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、景気回復に向けた諸々の政策によって回復傾向にあり、企業

収益や個人消費にも改善の兆しが見受けられましたが、欧州の債務問題の長期化や中国経済の減速懸念等により先

行き不透明な状況で推移してまいりました。 

  貨物自動車運送業界におきましては、景気の持ち直し動向を反映し、消費関連荷物を中心に取扱物量は増加基調

をたどってまいりましたが燃料価格は依然として高止まりが続き、人件費をはじめ外注費は値上がり傾向にあるな

ど引き続き厳しい経営環境下にありました。 

  このような状況のもと当社グループでは、ネットワーク網の拡大など積極的な事業展開に向けて諸施策を行って

まいりました。 

  以上の結果、売上高は 億 百万円（前年同四半期比 ％増）、営業利益は 億 百万円（前年同四半期比

％増）となり、経常利益は 億 百万円（前年同四半期比 ％増）、四半期純利益は 億 百万円（前年同

四半期比 ％増）となりました。 

  これらをセグメント別に見た営業の概況は次のとおりであります。 

  運送事業におきましては、小口商業荷物市場の掘り起こしに努め、一方では運賃単価の見直しを図ってまいりま

した。以上の結果、売上高は 億 百万円（前年同四半期比 ％増）、営業利益は 億 百万円（前年同四半期

比 ％増）となりました。 

  流通加工事業におきましては、流通センターの新設効果もあり、売上高は 億 百万円（前年同四半期比 ％

増）、営業利益は１億 百万円（前年同四半期比 ％増）となりました。 

  国際事業におきましては、通関取扱い件数は減少いたしましたが東南アジアを起点とした営業強化策により、売

上高は 億 百万円（前年同四半期比 ％増）、営業利益は１億 百万円（前年同四半期比 ％増）となりま

した。 

  その他事業におきましては、賃貸施設の稼働率の向上もあり、売上高は 億 百万円（前年同四半期比 ％

増）、営業利益は 億 百万円（前年同四半期比 ％増）となりました。 

   

   

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

  当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて 億 百万円増加し 億 百万

円となりました。これは主に投資有価証券の増加などにより投資その他の資産が 億 百万円増加したことにより

固定資産が 億 百万円増加したことによります。   

  

（負債）  

  当第１四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 億 百万円増加し 億 百

万円となりました。これは主に１年内返済予定の長期借入金が減少したことなどにより流動負債が９億３百万円減

少した反面、長期借入金の増加などにより固定負債が 億 百万円増加したことによります。 

  

（純資産）  

  当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて 億 百万円増加し 億 百万

円となりました。これは主に利益剰余金の増加により株主資本が 億８百万円、その他有価証券評価差額金の増加

によりその他の包括利益累計額が 億 百万円増加したことによります。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  連結業績予想につきましては、平成25年５月９日の「平成25年３月期  決算短信」で公表いたしました第２四半

期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。 

   

   

    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。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

624 88 3.1 31 22

16.4 34 54 9.9 22 84

94.3

551 83 3.3 25 80

19.7

26 84 0.9

52 1.5

15 26 3.5 42 27.3

30 93 2.9

10 38 8.5

40 98 3,702 12

32 31

39 55

11 51 1,779 61

20 54

29 47 1,922 50

11

17 60

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 28,756 27,822

受取手形及び売掛金 33,528 33,794

繰延税金資産 1,489 2,100

その他 3,141 3,379

貸倒引当金 △280 △317

流動資産合計 66,636 66,779

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 193,758 194,354

減価償却累計額 △130,822 △131,795

建物及び構築物（純額） 62,936 62,558

機械装置及び運搬具 57,696 57,898

減価償却累計額 △48,650 △49,090

機械装置及び運搬具（純額） 9,045 8,807

工具、器具及び備品 13,143 13,135

減価償却累計額 △11,028 △11,099

工具、器具及び備品（純額） 2,114 2,036

土地 184,504 184,445

建設仮勘定 2,700 4,283

有形固定資産合計 261,301 262,130

無形固定資産 3,681 3,576

投資その他の資産   

投資有価証券 29,674 32,868

繰延税金資産 1,430 1,471

その他 3,509 3,496

貸倒引当金 △120 △110

投資その他の資産合計 34,494 37,726

固定資産合計 299,478 303,433

資産合計 366,114 370,212
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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   

支払手形及び買掛金 18,705 17,783

短期借入金 11,900 11,900

1年内返済予定の長期借入金 6,413 4,857

リース債務 2,079 1,906

未払法人税等 3,482 2,205

賞与引当金 2,821 4,578

その他 14,744 16,012

流動負債合計 60,146 59,243

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 20,000 20,000

長期借入金 41,038 42,537

リース債務 1,017 643

再評価に係る繰延税金負債 27,574 27,563

退職給付引当金 16,216 16,405

再開発費用引当金 2,378 2,378

債務保証損失引当金 13 13

負ののれん 73 61

その他 8,350 9,115

固定負債合計 116,663 118,718

負債合計 176,810 177,961

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,310 30,310

資本剰余金 37,102 37,102

利益剰余金 98,535 99,647

自己株式 △17,317 △17,320

株主資本合計 148,631 149,740

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 8,163 9,929

土地再評価差額金 30,629 30,609

為替換算調整勘定 12 26

その他の包括利益累計額合計 38,806 40,566

少数株主持分 1,866 1,944

純資産合計 189,303 192,250

負債純資産合計 366,114 370,212
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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) 

売上高 60,588 62,488

売上原価 56,456 57,823

売上総利益 4,132 4,665

販売費及び一般管理費 1,448 1,543

営業利益 2,683 3,122

営業外収益   

受取利息 8 0

受取配当金 280 348

負ののれん償却額 12 12

補助金収入 290 －

その他 100 106

営業外収益合計 692 467

営業外費用   

支払利息 147 104

金利スワップ評価損 34 －

その他 50 30

営業外費用合計 233 135

経常利益 3,142 3,454

特別利益   

固定資産売却益 1 59

投資有価証券売却益 － 242

債務保証損失引当金戻入額 2 －

受取和解金 － 205

特別利益合計 3 508

特別損失   

固定資産売却損 0 －

固定資産除却損 103 17

減損損失 474 177

投資有価証券評価損 234 0

投資有価証券売却損 0 －

厚生年金基金脱退拠出金 135 －

特別損失合計 947 196

税金等調整前四半期純利益 2,198 3,766

法人税、住民税及び事業税 1,421 2,144

法人税等調整額 △359 △739

法人税等合計 1,062 1,405

少数株主損益調整前四半期純利益 1,136 2,360

少数株主利益又は少数株主損失（△） △39 76

四半期純利益 1,175 2,284

少数株主利益又は少数株主損失（△） △39 76

少数株主損益調整前四半期純利益 1,136 2,360
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（単位：百万円）

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) 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △961 1,764

為替換算調整勘定 11 16

その他の包括利益合計 △949 1,781

四半期包括利益 186 4,142

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 222 4,064

少数株主に係る四半期包括利益 △36 78
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  該当事項はありません。 

   

   

  該当事項はありません。 

   

   

    セグメント情報 

    Ⅰ  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） 

    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）「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、不動産の賃貸事業、物品販売事業及び 

      労働者派遣事業（委託業務）等を含んでおります。 
  
    ２. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当

      該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない広告宣伝費及び各連結会社本社の管理部門に係る費用でありま

す。 
  

    ３. 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 

      （固定資産に係る重要な減損損失） 

          「運送事業」セグメント及び「流通加工事業」セグメントにおいて営業活動から生じる損益の継続的なマ

        イナス、又は地価の著しい下落が認められる資産グループについて、資産の帳簿価額を回収可能価額まで減

        額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。 

          なお、当該特別損失の計上額は、当第１四半期連結累計期間においては、「運送事業」が156百万円、

        「流通加工事業」が２百万円であります。また、報告セグメント以外の減損損失の計上額は315百万円であ

        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）

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他 
（注） 

合計
運送事業

流通加工
事業 

国際事業 計

売上高   

外部顧客への売上高  53,446  2,660  1,475  57,582  3,005  60,588

セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －  －  2,179  2,179

計  53,446  2,660  1,475  57,582  5,185  62,767

セグメント利益  2,155  150  111  2,417  957  3,374

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  2,417

「その他」の区分の利益  957

全社費用（注）  △690

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益  2,683
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    Ⅱ  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） 

    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）「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、不動産の賃貸事業、物品販売事業及び 

      労働者派遣事業（委託業務）等を含んでおります。  
  
    ２. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当

      該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない広告宣伝費及び各連結会社本社の管理部門に係る費用でありま

す。 

  

    ３. 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 

      （固定資産に係る重要な減損損失） 

          「運送事業」セグメントにおいて営業活動から生じる損益の継続的なマイナス、又は地価の著しい下落が

        認められる資産グループについて、資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、また、除却予定となった資

        産について、当該資産の使用価値を零としてそれぞれ当該減少額を減損損失として特別損失に計上しており

        ます。 

          なお、当該特別損失の計上額は、当第１四半期連結累計期間においては、「運送事業」が110百万円であ

        ります。また、報告セグメント以外の減損損失の計上額は67百万円であります。 

   

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他 
（注） 

合計
運送事業

流通加工
事業 

国際事業 計

売上高   

外部顧客への売上高  55,183  2,684  1,526  59,395  3,093  62,488

セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －  －  2,184  2,184

計  55,183  2,684  1,526  59,395  5,277  64,672

セグメント利益  2,580  152  142  2,874  1,038  3,913

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  2,874

「その他」の区分の利益  1,038

全社費用（注）  △791

四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益  3,122
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