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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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 ％

25年3月期第3四半期 40,813 △0.1 2,201 △2.0 1,985 △0.3 1,078 9.8
24年3月期第3四半期 40,844 0.2 2,247 △2.6 1,990 △5.3 982 31.5

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 1,152百万円 （200.8％） 24年3月期第3四半期 383百万円 （26.7％）

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3四半期 14.18 ―
24年3月期第3四半期 12.92 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 85,693 33,178 37.9
24年3月期 84,817 32,564 37.6
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  32,483百万円 24年3月期  31,903百万円

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

24年3月期 ― 3.00 ― 3.50 6.50
25年3月期 ― 3.50 ―
25年3月期（予想） 3.50 7.00

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）  
（％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 53,500 0.0 2,850 4.7 2,500 5.2 1,200 28.9 15.78



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料Ｐ．３ 「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （２）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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。 
   詳細は、添付資料Ｐ．３ 「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） 

※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、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、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異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件および業
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Ｐ．３ 「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」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   ：  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） 25年3月期3Q 76,088,737 株 24年3月期 76,088,737 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 54,445 株 24年3月期 53,130 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 76,034,829 株 24年3月期3Q 76,037,017 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要や経済対策効果により、緩やかな回復が見られたも

のの、欧米の財政問題の長期化や新興国経済の減速などにより停滞いたしました。 

このような経済情勢にあって、物流業界では海外経済の減速や長引く円高の影響を受け、輸出貨物を中心に貨物

取扱いが低調に推移しました。不動産賃貸業界においても空室率の高止まり傾向が続き、賃料水準も弱含みで推移

するなど、厳しい事業環境で推移いたしました。 

このような事業環境のもと、当社グループは、中期経営計画「SUCCESS 2012」の事業戦略に沿った営業活動を積

極的に展開いたしました。物流事業においては、消費財を中心とした国内輸配送業務や流通加工業務の拡大に努め

てまいりました。また、不動産事業においては、既存施設の計画的な保守および改良工事を実施し、現有資産の付

加価値向上に努めました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は、前年同期並みの408億１千３百万円となりました。営業利

益は、物流事業における作業費や前四半期に発生した固定資産取得に伴う一時費用の増加により、前年同期比４千

６百万円（2.0％）減の22億１百万円となりました。経常利益は、資金調達費用が減少したことで前年同期並みの

19億８千５百万円となり、四半期純利益は、投資有価証券評価損等の特別損失を計上したものの、税金費用の減少

もあり、同９千６百万円（9.8％）増の10億７千８百万円となりました。 

当社グループのセグメントの概況は、次のとおりであります。 

① 物流事業 

倉庫業務は、荷役料収入が前年同期を下回ったものの、保管料収入が増加し、営業収益は前年同期比１億１千４

百万円（1.7％）増の70億９百万円となりました。 

港湾運送業務は、船内荷役の取扱いが減少したものの、自動車部品関連および日用雑貨の取扱いが増加したこと

により、営業収益は同２千４百万円（0.6％）増の41億１千１百万円となりました。 

陸上運送業務は、震災対応の長距離輸送の取扱いが減少したものの、消費財を中心に輸配送業務および流通加工

業務の取扱いが増加し、営業収益は同１億１百万円（0.5％）増の207億６千３百万円となりました。 

国際輸送業務は、海外現地法人の取扱いは伸長したものの、海上貨物が低調に推移したうえに、航空貨物の緊急

輸送も終息したことにより、営業収益は同２億３千２百万円（7.8％）減の27億４千３百万円となりました。 

この結果、物流事業全体の営業収益は前年同期並みの356億９千５百万円となりました。営業費用は、貨物取扱

いの増加に伴う作業費および施設賃借料の増加などにより、前年同期比１億１千３百万円（0.3％）増の345億９千

５百万円となりました。以上により、営業利益は、前年同期比１億５千５百万円（12.4％）減の10億９千９百万円

となりました。 

② 不動産事業 

平成24年２月竣工の賃貸用寄宿舎「ドーミー三宮」が寄与したことやビルメンテナンス収入が増加したことによ

り、営業収益は前年同期比１億３千６百万円（2.7％）増の52億１千６百万円となりました。営業費用は、ビル管

理業務の増加に伴う費用や前四半期に発生した固定資産取得に伴う一時費用の増加により、同１億１千２百万円

（4.0％）増の28億９千９百万円となりました。以上により、営業利益は、前年同期比２千３百万円（1.0％）増の

23億１千６百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債、純資産の状況  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、有価証券の償還による減少があったものの、有形固定資産の取得によ

り、前連結会計年度末に比べ８億７千５百万円増加し、856億９千３百万円となりました。 

 負債につきましては、長期借入金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ２億６千１百万円増加し、

525億１千４百万円となりました。 

 また、純資産につきましては、配当金の支払があったものの、四半期純利益の計上により、前連結会計年度末に

比べ６億１千４百万円増加し、331億７千８百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末より0.3ポイント増加し、37.9％となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動および財務活動によるキャッシュ・フロー

の増加がありましたが、投資活動によるキャッシュ・フローの減少により、前連結会計年度に比べ全体で29億３百

万円の減少となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は、56億４千４百万円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加等があったものの、税金等調整前四半期純利益の計上お

よび減価償却費による資金留保等により32億１千７百万円の増加（前年同四半期比13億５千４百万円の増加）とな

りました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等があったため、64億８千１百万円の減

少（前年同四半期比17億円の減少）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の約定返済および配当金の支払いがあったものの、長期借入

れによる収入があったため、３億６千１百万円の増加（前年同四半期比26億７千６百万円の減少）となりました。

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期の連結業績は、概ね計画通りに推移しておりますので、平成24年11月５日に公表した通期の業績予

想を据え置いております。 

  

（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 

（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。 

    

（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） 

当社及び国内連結子会社は、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、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。 

これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。    

  

   

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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,565 6,049

受取手形及び取引先未収金 9,459 9,785

有価証券 4,403 1,007

その他 2,277 2,093

貸倒引当金 △20 △13

流動資産合計 21,685 18,923

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 31,138 31,285

土地 18,870 22,588

その他（純額） 1,529 1,440

有形固定資産合計 51,538 55,313

無形固定資産 727 801

投資その他の資産   

投資有価証券 8,455 8,414

その他 2,452 2,291

貸倒引当金 △53 △54

投資その他の資産合計 10,853 10,650

固定資産合計 63,120 66,765

繰延資産 12 4

資産合計 84,817 85,693
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 4,347 4,168

1年内償還予定の社債 － 7,000

短期借入金 6,188 5,401

未払法人税等 71 612

引当金 558 282

その他 2,548 1,799

流動負債合計 13,713 19,263

固定負債   

社債 7,000 －

長期借入金 24,185 25,903

長期預り金 5,090 5,037

退職給付引当金 2,077 2,144

その他 185 165

固定負債合計 38,539 33,250

負債合計 52,253 52,514

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,847 7,847

資本剰余金 5,663 5,663

利益剰余金 18,016 18,560

自己株式 △19 △19

株主資本合計 31,507 32,051

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,094 1,129

為替換算調整勘定 △698 △697

その他の包括利益累計額合計 396 432

少数株主持分 661 695

純資産合計 32,564 33,178

負債純資産合計 84,817 85,693
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

営業収益   

倉庫保管料 3,648 3,794

倉庫荷役料 3,246 3,214

荷捌料 7,401 7,171

陸上運送料 20,655 20,756

物流施設賃貸料 647 609

不動産賃貸料 4,990 5,124

その他 255 142

営業収益合計 40,844 40,813

営業原価   

作業費 26,163 26,256

賃借料 1,667 1,633

人件費 2,396 2,300

減価償却費 1,897 1,809

その他 4,123 4,281

営業原価合計 36,249 36,281

営業総利益 4,595 4,532

販売費及び一般管理費 2,347 2,330

営業利益 2,247 2,201

営業外収益   

受取利息 14 16

受取配当金 191 177

その他 128 146

営業外収益合計 334 341

営業外費用   

支払利息 435 417

その他 155 140

営業外費用合計 591 557

経常利益 1,990 1,985

特別利益   

事業譲渡益 － 50

債務免除益 124 －

特別利益合計 124 50

特別損失   

投資有価証券評価損 116 152

減損損失 － 41

固定資産処分損 85 －

特別損失合計 202 194

税金等調整前四半期純利益 1,913 1,840

法人税等 899 728

少数株主損益調整前四半期純利益 1,014 1,111

少数株主利益 31 33

四半期純利益 982 1,078
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,014 1,111

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △541 38

為替換算調整勘定 △89 1

その他の包括利益合計 △631 40

四半期包括利益 383 1,152

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 368 1,114

少数株主に係る四半期包括利益 14 37
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,913 1,840

減価償却費 1,996 1,912

減損損失 － 41

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14 △6

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 22 △32

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22 66

災害損失引当金の増減額（△は減少） △131 －

受取利息及び受取配当金 △206 △194

支払利息 435 417

投資有価証券売却損益（△は益） △0 －

投資有価証券評価損益（△は益） 116 152

固定資産売却損益（△は益） △9 △8

固定資産除却損 42 23

売上債権の増減額（△は増加） △524 △325

仕入債務の増減額（△は減少） 8 △179

その他 △1,009 △235

小計 2,691 3,473

利息及び配当金の受取額 203 189

利息の支払額 △492 △476

法人税等の支払額 △538 △206

法人税等の還付額 － 237

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,862 3,217

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 △1,250 △1,260

定期預金の払戻による収入 1,268 1,273

有形固定資産の取得による支出 △2,057 △6,380

有形固定資産の売却による収入 252 53

無形固定資産の取得による支出 △63 △120

投資有価証券の取得による支出 △221 △14

投資有価証券の売却及び償還による収入 18 －

貸付けによる支出 △44 △45

貸付金の回収による収入 40 12

事業整理による支出 △2,722 －

その他 △1 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,780 △6,481

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 20 64

長期借入れによる収入 9,045 4,266

長期借入金の返済による支出 △5,534 △3,400

配当金の支払額 △457 △532

少数株主への配当金の支払額 △0 △2

リース債務の返済による支出 △32 △34

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,038 361

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 106 △2,903

現金及び現金同等物の期首残高 8,234 8,547

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,341 5,644
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  該当事項はありません。   

   

  該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31日） 

１．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：百万円）

（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、ゴルフ場運営等の業務を含

んでおります。 

（注２）セグメント利益又は損失(△)の調整額△1,276百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用で

あります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社の管理費であります。 

（注３）セグメント利益又は損失(△)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。  
  
２．報告セグメントごとの資産に関する情報  

 当第３四半期連結累計期間において、ゴルフ場運営の事業を分離したことにより、報告セグメントに含まれな

い「その他」の資産が1,195百万円減少しております。 
  
   

Ⅱ 当第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） 

１．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：百万円）

（注１）セグメント利益の調整額△1,214百万円は、各セグメントに配分していない全社費用であります。全社費

用は、主に各セグメントに帰属しない親会社本社の管理費であります。 

（注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。  

（注３）「その他」の事業を構成していたゴルフ場運営事業の整理が前連結会計年度において完了したことによ

り、当該区分は削除しております。 
  
２．報告セグメントごとの資産に関する情報  

 当第３四半期連結累計期間において、賃貸用不動産物件を取得したことに伴い、不動産事業のセグメント資産

が5,201百万円増加しております。 
   
  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  

  

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 不動産事業 計  

営業収益               

外部顧客に対する営業収益  35,730  4,990  40,720  124  40,844  －  40,844

セグメント間の内部営業収
益又は振替高 

 7  89  96  0  96  (96)  －

計  35,737  5,080  40,817  124  40,941  (96)  40,844

セグメント利益又は損失(△)  1,255  2,293  3,548  △24  3,524  (1,276)  2,247

  

  
物流事業 不動産事業 合計 

調整額 
（注１） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注２） 

営業収益           

外部顧客に対する営業収益  35,688  5,124  40,813  －  40,813

セグメント間の内部営業収
益又は振替高 

 6  92  98  (98)  －

計  35,695  5,216  40,912  (98)  40,813

 セグメント利益  1,099  2,316  3,416  (1,214)  2,201
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