
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

     

 
  

  

 

       

  

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日）

（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 ％

25年３月期第２四半期 2,695 △1.5 235 △24.2 249 △22.9 139 △24.3
24年３月期第２四半期 2,736 3.6 311 46.1 323 45.6 184 61.4

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 129百万円(△28.6％) 24年３月期第２四半期 180百万円( 59.9％)

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

25年３月期第２四半期 8.39 －
24年３月期第２四半期 11.08 －

（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 ％

25年３月期第２四半期 8,795 7,272 82.7
24年３月期 8,838 7,201 81.5

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 7,272百万円 24年３月期 7,201百万円

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

24年３月期 － 3.50 － 3.50 7.00

25年３月期 － 3.50

25年３月期(予想) － 3.50 7.00

(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25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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 5,350 0.3 440 △11.8 450 △13.2 250 △11.8 15.04

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

 

 

   

   

   

   

   

 
  

  

   

     

 

   

  

 

 
  

※ 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 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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 ： 無

（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 ： 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

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別するこ
とが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料３ページ「２.サマリー情報（注記事項）に関する事
項」（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。

（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) 25年３月期２Ｑ 16,674,000株 24年３月期 16,674,000株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 53,404株 24年３月期 52,657株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 16,620,989株 24年３月期２Ｑ 16,624,739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、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四半期レビュー手続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
・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。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３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」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）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要など緩やかな回復の

兆しがみられるものの、欧州の債務危機や海外経済の減速、為替の動向、更に近隣諸国との外交課題な

ど、先行き不透明な状況で推移いたしました。 
物流業界におきましては、荷動きなど低水準で推移し、厳しい状況が続きました。 
このような中で、当社グループは新規貨物の獲得など積極的な営業活動を行うとともに、経費の節減

に取り組んでまいりました。 
以上の結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は 2,695 百万円(前年同期比 1.5％減)、営業利益は

235 百万円(前年同期比 24.2％減)、経常利益は 249 百万円(前年同期比 22.9％減)、四半期純利益は 139
百万円(前年同期比 24.3％減)となりました。 

 
セグメント別の業績は次のとおりであります。 

  物流事業 
倉庫業は一時的貨物の減少などにより減収となりましたが、運送業は新規貨物の取扱いにより増収と

なり、作業につきましては、輸出貨物の減少などから減収となりました。 
この結果、物流事業の営業収益は 2,500 百万円（前年同期比 0.2％減）となりました。 

保険代理業 
  火災保険の長期契約が前期に集中したことにより、営業収益は 110 百万円（前年同期比 22.6％減）と

なりました。 
その他 

   リース業や商品販売などの営業収益は 84 百万円（前年同期比 3.6％減）となりました。 
    
（２）連結財政状態に関する定性的情報 
   当第２四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末に比べ42百万円減少の8,795百万円とな

りました。主な要因は、「営業未収金」や減価償却などによる「有形固定資産」の減少であります。 
   負債合計は前連結会計年度末に比べ 113 百万円減少の 1,523 百万円となりました。主な要因は、「営業

未払金」や「預り保険料」の減少であります。 
   純資産合計は前連結会計年度末に比べ 70 百万円増加の 7,272 百万円となりました。主な要因は、「利

益剰余金」の増加であります。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 
    第２四半期決算の結果また、今後の荷動きの動向を踏まえ、平成 24 年５月 11 日に公表した平成 25

年３月期の業績予想を下記のとおり修正いたしました。 

 

平成 25 年 3月期通期連結業績予想数値の修正(平成 24 年 4 月 1日～平成 25 年 3 月 31 日) 

 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 

 

前回発表予想（Ａ） 

百万円 

5,350 

百万円

460

百万円

470

百万円

270

円 銭

16.24

今回修正予想〔Ｂ〕 5,350 440 450 250 15.04

増減額（Ｂ―Ａ） 0 △20 △20 △20  

増減率（％） ― △4.3 △4.3 △7.4  

(ご参考)前期実績 

(平成24年３月期) 

 

5,331 

 

499

 

518

 

283

 

17.05

 

平成 25 年 3月期通期個別業績予想数値の修正(平成 24 年 4 月 1日～平成 25 年 3 月 31 日)  

 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 

 

前回発表予想（Ａ） 

百万円 

5,300 

百万円

430

百万円

450

百万円

260

円 銭

15.64

今回修正予想〔Ｂ〕 5,300 400 420 240 14.44

増減額（Ｂ―Ａ） 0 △30 △30 △20  

増減率（％） ― △7.0 △6.7 △7.7  

(ご参考)前期実績 

(平成24年３月期) 

 

5,279 

 

448

 

479

 

265

 

15.97

 
２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 
（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 
   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 
   （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、第１四半期連結会計期間より、平成 24年４月１日以後に取得した有

形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 
これによる損益に与える影響額は軽微であります。 

 
（４）追加情報 
   （役員退職慰労金制度の廃止） 

当社及び連結子会社の役員退職慰労引当金については、従来、役員の退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、それぞれの取締役会において、役員退職慰労金制

度の廃止を決議し、平成 24年６月開催の定時株主総会において役員退職慰労金を打ち切り支給すること

を決議いたしました。 
これに伴い、役員退職慰労引当金の全額を取り崩し、打ち切り支給に伴う未払額 44,330 千円を固定負

債の「その他」に含めて表示しております。 
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,452,457 1,432,141

営業未収金 640,857 608,415

リース投資資産 185,852 167,222

その他 117,599 155,178

貸倒引当金 △3,050 △2,100

流動資産合計 2,393,717 2,360,857

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,455,048 1,423,503

土地 3,932,903 3,932,903

その他（純額） 409,112 414,947

有形固定資産合計 5,797,064 5,771,354

無形固定資産 26,397 88,202

投資その他の資産 621,128 575,285

固定資産合計 6,444,590 6,434,842

資産合計 8,838,307 8,795,699

負債の部   

流動負債   

営業未払金 284,732 270,541

短期借入金 350,000 350,000

未払法人税等 135,000 99,000

賞与引当金 134,016 154,027

その他 249,651 207,301

流動負債合計 1,153,400 1,080,870

固定負債   

退職給付引当金 380,510 348,289

役員退職慰労引当金 52,906 －

その他 50,262 94,346

固定負債合計 483,680 442,635

負債合計 1,637,080 1,523,506

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,831,000 1,831,000

資本剰余金 1,516,580 1,516,580

利益剰余金 3,857,888 3,939,162

自己株式 △12,339 △12,473

株主資本合計 7,193,129 7,274,268

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 8,098 △2,075

その他の包括利益累計額合計 8,098 △2,075

純資産合計 7,201,227 7,272,193

負債純資産合計 8,838,307 8,795,699
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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２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業収益 2,736,905 2,695,587

営業費用 2,156,151 2,199,886

営業総利益 580,754 495,700

販売費及び一般管理費   

一般管理費 269,318 259,722

販売費及び一般管理費合計 269,318 259,722

営業利益 311,435 235,977

営業外収益   

受取利息 58 88

受取配当金 7,634 7,633

補助金収入 3,015 3,950

その他 2,496 3,842

営業外収益合計 13,203 15,514

営業外費用   

支払利息 1,385 1,395

固定資産廃棄損 86 834

営業外費用合計 1,472 2,229

経常利益 323,166 249,262

特別損失   

会員権評価損 660 7,409

特別損失合計 660 7,409

税金等調整前四半期純利益 322,506 241,853

法人税、住民税及び事業税 127,493 94,022

法人税等調整額 10,740 8,381

法人税等合計 138,233 102,404

少数株主損益調整前四半期純利益 184,273 139,448

四半期純利益 184,273 139,448
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 184,273 139,448

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,305 △10,173

その他の包括利益合計 △3,305 △10,173

四半期包括利益 180,967 129,275

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 180,967 129,275

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）継続企業の前提に関する注記 
   該当事項はありません。 
 
（４）セグメント情報等 
【セグメント情報】 
前第２四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日) 

  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 
(単位：千円)  

  

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) 物流事業 保険代理業 計 
営業収益 
外部顧客に対する営業収益 

ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部営業収益又は振替高 

 
2,506,684 

― 

 
142,190

―

 
2,648,875

―

 
88,030

12,617

 
2,736,905 

12,617 

 
― 

△12,617 

 
2,736,905

―

計 2,506,684 142,190 2,648,875 100,647 2,749,523 △12,617 2,736,905

セグメント利益 412,735 95,451 508,187 21,468 529,655 △218,220 311,435

（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、リース業、不動産賃貸業等を

含んでおります。 
２．セグメント利益の調整額△218,220千円は、セグメント間取引消去5,880千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△224,101千円が含まれております。全社費用は、主に親会社の管理部門に係る費用で

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。 
 

当第２四半期連結累計期間(自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日) 
  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 

(単位：千円)  
  

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) 物流事業 保険代理業 計 
営業収益 
外部顧客に対する営業収益 

ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部営業収益又は振替高 

 
2,500,702 

― 

 
110,019

―

 
2,610,721

―

 
84,865

14,475

 
2,695,587 

14,475 

 
― 

△14,475 

 
2,695,587

―

計 2,500,702 110,019 2,610,721 99,341 2,710,062 △14,475 2,695,587

セグメント利益 360,064 60,081 420,145 23,480 443,626 △207,648 235,977

（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、リース業、不動産賃貸業等を

含んでおります。 
２．セグメント利益の調整額△207,648千円は、セグメント間取引消去5,931千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△213,580千円が含まれております。全社費用は、主に親会社の管理部門に係る費用で

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。 
 
（５）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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