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1.  平成26年3月期第2四半期の業績（平成25年3月21日～平成25年9月20日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 4,760 0.1 28 △75.1 52 △60.3 31 △53.2
25年3月期第2四半期 4,757 0.7 113 △31.8 131 △25.9 66 △30.0

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 4.16 ―
25年3月期第2四半期 8.88 ―

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 8,807 6,840 77.7 908.44
25年3月期 8,768 6,853 78.2 910.01
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  6,840百万円 25年3月期  6,853百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 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月期の業績予想（平成25年 3月21日～平成26年 3月20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 9,200 0.8 70 △55.2 100 △45.3 50 △19.8 6.61



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
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 7,560,000 株 25年3月期 7,560,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 30,030 株 25年3月期 28,803 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 7,530,560 株 25年3月期2Q 7,531,863 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。なお当第２四半期決算短信開示時点において、当第２四半期累
計期間に係る四半期財務諸表に関する監査法人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。業績予想に関する事項は、添付資料２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、新政権下における金融緩和をはじめとした各種政策な

ど経済成長への期待感から円安や株価上昇もあり、景気回復に向けた兆しが見え始めているものの、欧

州経済の長期低迷や中国をはじめ新興国経済の減速など世界経済の下振れ懸念があることや電気料金の

値上げ、原材料価格の上昇など国内景気の先行きには慎重な見方が続いております。 

当第２四半期累計期間は、前年同四半期と比較して、営業収益は若干増加しました。一方で経常利益

は、車両の代替が増えたことによる減価償却費の増加、三好支店の外壁工事による多額の修繕費及び物

流料金の値下げが影響し大幅な減益となりました。 

その結果、営業収益は4,760百万円（前年同四半期比0.1％増）、経常利益は52百万円（前年同四半期

比60.3％減）、四半期純利益は31百万円（前年同四半期比53.2％減）となりました。 

  

資産、負債及び純資産の概況  

流動資産は、3,271百万円(前期末比1.0%増、30百万円増)となり、そのうち現金及び預金は、1,519百

万円(前期末比83百万円増)となりました。 

固定資産は、5,535百万円(前期末比0.2%増、8百万円増)となり、そのうち有形固定資産は、5,067百

万円（前期末比0百万円減）となりました。 

流動負債は、1,487百万円(前期末比7.0%増、97百万円増)となり、そのうち営業未払金は、646百万円

（前期末比95百万円増）となりました. 

固定負債は、479百万円(前期末比8.6%減、44百万円減)となり、そのうち長期借入金は、135百万円

（前期末比11百万円減）となりました。 

純資産の部は、6,840百万円（前期末比0.2%減、12百万円減）となり、そのうち利益剰余金は、4,570

百万円（前期末比6百万円減）となりました。 

  

当第２四半期の業績については、平成25年10月30日の「業績予想の修正に関するお知らせ」開示 

時点と変更ありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成25年３月21日以後に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期

純利益はそれぞれ4,040千円増加しております。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月20日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,435,454 1,519,265

受取手形及び営業未収入金 1,413,878 1,600,249

有価証券 200,000 －

貯蔵品 10,146 11,926

その他 188,214 145,331

貸倒引当金 △6,700 △4,900

流動資産合計 3,240,994 3,271,872

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,194,683 5,205,306

減価償却累計額 △3,715,431 △3,774,595

建物及び構築物（純額） 1,479,251 1,430,711

機械装置及び運搬具 2,542,090 2,656,711

減価償却累計額 △2,254,649 △2,316,380

機械装置及び運搬具（純額） 287,441 340,331

土地 3,255,738 3,255,738

その他 203,602 206,232

減価償却累計額 △157,704 △165,639

その他（純額） 45,897 40,592

有形固定資産合計 5,068,329 5,067,374

無形固定資産 42,827 40,326

投資その他の資産   

投資有価証券 217,247 240,371

差入保証金 85,592 85,431

その他 113,775 103,044

貸倒引当金 △661 △661

投資その他の資産合計 415,953 428,185

固定資産合計 5,527,110 5,535,886

資産合計 8,768,105 8,807,759
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月20日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月20日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 550,939 646,406

1年内返済予定の長期借入金 84,400 29,460

未払法人税等 16,441 16,552

賞与引当金 183,438 177,150

役員賞与引当金 10,000 5,000

その他 544,609 612,754

流動負債合計 1,389,827 1,487,323

固定負債   

長期借入金 147,440 135,960

退職給付引当金 158,339 142,183

役員退職慰労引当金 181,472 162,858

その他 37,553 38,888

固定負債合計 524,805 479,889

負債合計 1,914,632 1,967,213

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,140,000 1,140,000

資本剰余金 1,120,000 1,120,000

利益剰余金 4,576,557 4,570,206

自己株式 △10,400 △10,783

株主資本合計 6,826,157 6,819,422

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 27,315 21,122

評価・換算差額等合計 27,315 21,122

純資産合計 6,853,473 6,840,545

負債純資産合計 8,768,105 8,807,759
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（２）四半期損益計算書 
 第２四半期累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成24年９月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年３月21日 
 至 平成25年９月20日) 

営業収益 4,757,543 4,760,363

営業原価 4,458,026 4,554,255

営業総利益 299,517 206,107

販売費及び一般管理費 185,938 177,791

営業利益 113,578 28,315

営業外収益   

受取利息 245 223

受取配当金 7,557 4,222

投資有価証券売却益 － 10,711

その他 12,179 9,551

営業外収益合計 19,982 24,708

営業外費用   

支払利息 2,011 834

営業外費用合計 2,011 834

経常利益 131,549 52,189

特別利益   

固定資産売却益 3,764 11,178

特別利益合計 3,764 11,178

特別損失   

固定資産除却損 336 34

特別損失合計 336 34

税引前四半期純利益 134,977 63,333

法人税、住民税及び事業税 31,000 7,000

法人税等調整額 37,122 25,028

法人税等合計 68,122 32,028

四半期純利益 66,854 31,304
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成24年９月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年３月21日 
 至 平成25年９月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 134,977 63,333

減価償却費 108,527 134,531

貸倒引当金の増減額（△は減少） △487 △1,800

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,275 △6,288

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,000 △5,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,344 △16,156

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,566 △18,613

受取利息及び受取配当金 △7,802 △4,445

支払利息 2,011 834

投資有価証券売却損益（△は益） － △10,711

固定資産売却損益（△は益） △3,764 △11,178

固定資産除却損 336 34

売上債権の増減額（△は増加） △91,580 △186,370

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,487 △1,779

仕入債務の増減額（△は減少） 74,194 95,467

その他 84,598 93,445

小計 271,446 125,302

利息及び配当金の受取額 7,772 4,445

利息の支払額 △2,011 △834

法人税等の支払額 △105,104 △8,489

法人税等の還付額 － 55,905

営業活動によるキャッシュ・フロー 172,103 176,329

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △300,000

有価証券の取得による支出 △199,940 －

有価証券の償還による収入 200,000 200,000

有形固定資産の取得による支出 △84,171 △171,388

有形固定資産の売却による収入 4,730 11,190

投資有価証券の取得による支出 － △37,080

投資有価証券の売却による収入 － 15,030

その他 △1,160 △3,201

投資活動によるキャッシュ・フロー △80,541 △285,449

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △66,098 △66,420

リース債務の返済による支出 △2,664 △2,664

配当金の支払額 △37,610 △37,601

その他 △220 △383

財務活動によるキャッシュ・フロー △106,594 △107,069

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △15,032 △216,189

現金及び現金同等物の期首残高 1,646,913 1,435,454

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,631,881 1,219,265
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該当事項はありません。 

  

当社の主たる事業は物流事業であり、その他の事業の売上高、利益等の金額は、全事業セグメントの

合計額に占める割合が著しく低いため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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