
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

     

  

 

     

  
  

 

       

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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四半期決算説明会開催の有無 ：無  

(百万円未満切捨て)

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）

（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 3,979 △1.5 316 △22.0 330 △21.2 186 △19.6
24年３月期第３四半期 4,040 3.6 405 45.7 419 44.8 232 57.1

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 190百万円(△15.2％) 24年３月期第３四半期 224百万円( 57.6％)

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 11.24 －
24年３月期第３四半期 13.97 －

（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３四半期 8,630 7,275 84.3
24年３月期 8,838 7,201 81.5

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 7,275百万円 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 ： 無



  

 

 

   

  

   

  

 

   

  

   
  

 

 
  

 

 
  

※ 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３Ｑ 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３Ｑ 55,004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３Ｑ 16,620,703株 24年３月期３Ｑ 16,624,360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、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２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３四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で緩やかな回復

の兆しがみられるものの、海外経済の減速、エコカー補助金の終了の影響、期後半において株価の回復

や為替の修正の動きなど、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３四半期連結累計期間の営業収益は 3,979 百万円(前年同期比 1.5％減)、営業利益は

316 百万円(前年同期比 22.0％減)、経常利益は 330 百万円(前年同期比 21.2％減)、四半期純利益は 186
百万円(前年同期比 19.6％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 3,715 百万円（前年同期比 0.6％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 132 百万円（前年同期比 21.1％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 130 百万円（前年同期比 1.0％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３四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 207 百万円減少の 8,630 百万円と

なりました。主な要因は、法人税等の支払いによる「現金及び預金」の減少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 281 百万円減少の 1,355 百万円となりました。主な要因は、「未払

法人税等」や「賞与引当金」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 73 百万円増加の 7,275 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。 
 
（３）連結業績予想に関する定性的情報 

    平成 24 年 11月５日に公表しました通期の連結業績予想に変更はありません。 
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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 1,452,457 1,297,578

営業未収金 640,857 611,856

リース投資資産 185,852 153,797

その他 117,599 134,953

貸倒引当金 △3,050 △2,100

流動資産合計 2,393,717 2,196,085

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,455,048 1,392,731

土地 3,932,903 3,932,903

その他（純額） 409,112 429,145

有形固定資産合計 5,797,064 5,754,780

無形固定資産 26,397 86,855

投資その他の資産 621,128 592,985

固定資産合計 6,444,590 6,434,621

資産合計 8,838,307 8,630,707

負債の部   

流動負債   

営業未払金 284,732 279,009

短期借入金 350,000 350,000

未払法人税等 135,000 －

賞与引当金 134,016 67,898

その他 249,651 223,386

流動負債合計 1,153,400 920,293

固定負債   

退職給付引当金 380,510 332,256

役員退職慰労引当金 52,906 －

その他 50,262 103,069

固定負債合計 483,680 435,325

負債合計 1,637,080 1,355,619

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 3,928,319

自己株式 △12,339 △12,761

株主資本合計 7,193,129 7,263,138

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 11,949

その他の包括利益累計額合計 8,098 11,949

純資産合計 7,201,227 7,275,087

負債純資産合計 8,838,307 8,630,707
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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：千円）

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 4,040,409 3,979,452

営業費用 3,233,572 3,280,005

営業総利益 806,836 699,447

販売費及び一般管理費   

一般管理費 401,267 383,263

販売費及び一般管理費合計 401,267 383,263

営業利益 405,568 316,183

営業外収益   

受取利息 94 137

受取配当金 8,940 9,065

補助金収入 3,015 4,020

その他 4,326 4,432

営業外収益合計 16,376 17,655

営業外費用   

支払利息 2,075 2,094

固定資産廃棄損 87 857

営業外費用合計 2,163 2,952

経常利益 419,782 330,886

特別損失   

会員権評価損 1,061 7,873

特別損失合計 1,061 7,873

税金等調整前四半期純利益 418,721 323,013

法人税、住民税及び事業税 132,442 80,252

法人税等調整額 54,075 55,983

法人税等合計 186,518 136,235

少数株主損益調整前四半期純利益 232,203 186,777

四半期純利益 232,203 186,777
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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：千円）

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 232,203 186,777

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,461 3,851

その他の包括利益合計 △7,461 3,851

四半期包括利益 224,741 190,628

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 224,741 190,628

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) 

  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 

 
3,739,973 

― 

 
168,334

―

 
3,908,307

―

 
132,101

19,140

 
4,040,409 

19,140 

 
― 

△19,140 

 
4,040,409

―

計 3,739,973 168,334 3,908,307 151,241 4,059,549 △19,140 4,040,409

セグメント利益 595,343 99,985 695,328 35,557 730,886 △325,317 405,568

（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△325,317千円は、セグメント間取引消去8,815千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△334,133千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) 
  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 

 
3,715,949 

― 

 
132,748

―

 
3,848,697

―

 
130,755

22,206

 
3,979,452 

22,206 

 
― 

△22,206 

 
3,979,452

―

計 3,715,949 132,748 3,848,697 152,961 4,001,659 △22,206 3,979,452

セグメント利益 527,481 58,730 586,212 36,830 623,042 △306,859 316,183

（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△306,859千円は、セグメント間取引消去8,827千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△315,686千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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