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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 17,884 4.5 705 10.2 645 12.1 393 35.0
24年3月期第3四半期 17,118 3.4 640 △21.0 576 △20.3 291 △21.7

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 411百万円 （45.9％） 24年3月期第3四半期 282百万円 （△19.2％）

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 52.74 ―
24年3月期第3四半期 39.07 ―

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 23,918 10,613 44.0
24年3月期 23,575 10,321 43.4
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  10,524百万円 24年3月期  10,238百万円

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00
25年3月期 ― 8.00 ―
25年3月期（予想） 8.00 16.00

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  ：  有   

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 24,000 5.6 860 3.9 760 1.5 400 7.2 53.61



(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．４「（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）詳細は、添付資料Ｐ．４「（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、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予想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仮定及び業績
予想のご利用にあたっての注意事項については、添付資料Ｐ．３「（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 7,546,000 株 24年3月期 7,546,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 84,922 株 24年3月期 84,902 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 7,461,091 株 24年3月期3Q 7,461,110 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、復興需要による下支えがあったものの、概して景気後退局

面にあり、先行き不透明な状況が続いてまいりました。 

このような状況下、当社グループにおきましては、エアコンや飲料等の季節商品の取り扱いが堅調に推移した

ほか、前期より稼働したセンター業務の寄与により、営業収益（売上高）、各利益とも前年を上回る実績をあげ

ることが出来ました。ただし、期間後半は、集車難などにより長距離便を中心に輸送収支が悪化するなど、やや

伸びを欠く展開となってまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は178億84百万円（前年同期比4.5％増）、営業利益は７億５

百万円（前年同期比10.2％増）、経常利益は６億45百万円（前年同期比12.1％増）、四半期純利益は３億93百万

円（前年同期比35.0％増）となりました。 

セグメント別の営業収益の状況は次のとおりであります。 

物流事業の営業収益は177億55百万円（前年同期比4.5％増）となりました。その内訳は、輸送部門が114億４

百万円（前年同期比3.0％増）、倉庫部門が63億51百万円（前年同期比7.5％増）となりました。 

その他（不動産事業）は１億28百万円（前年同期比3.0％減）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、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の資産の部合計は、前連結会計年度末に比べ、３億43百万円増加の239億18百万

円となりました。主な要因は、現金及び預金、建物及び構築物が減少したものの、営業未収入金、機械装置及び

運搬具、土地、ソフトウェア仮勘定が増加したためであります。 

負債の部合計は、前連結会計年度末に比べ、51百万円増加の133億５百万円となりました。主な要因は、未払

法人税等、長期借入金が減少したものの、短期借入金、設備支払手形が増加したためであります。 

純資産の部合計は、前連結会計年度末に比べ、２億92百万円増加の106億13百万円となりました。主な要因

は、利益剰余金の増加によるものです。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は９億27百万円となり、

前連結会計年度末より１億31百万円減少しました。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。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は７億14百万円（前年同期比13百万円増）となりました。これは主に税金等調整

前四半期純利益６億46百万円、減価償却費４億41百万円及び仕入債務の増加額56百万円などによる収入に対し、

売上債権の増加額１億10百万円及び法人税等の支払額３億51百万円による支出があったことなどによるもので

す。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果支出した資金は５億96百万円（前年同期比３億27百万円増）となりました。これは主に有形固

定資産の取得による支出３億70百万円及び無形固定資産の取得による支出１億52百万円があったことなどによる

ものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果支出した資金は２億49百万円（前年同期比85百万円減）となりました。これは主に短期借入金

の純増加額３億15百万円及び長期借入による収入４億20百万円に対し、長期借入金の返済による支出８億56百万

円及び配当金の支払額１億19百万円があったことなどによるものです。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

近の業績動向を踏まえ、平成24年５月10日に公表しました通期の業績予想を下記のとおり修正いたします。

  

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） 

  

（業績予想の修正理由） 

当第３四半期（累計）の当社連結業績は、上半期につきましてはエアコンや飲料等の夏物商品が堅調に推移

し、営業収益、各利益ともほぼ計画通りの数値を達成することが出来ました。しかしながら、第３四半期以降、

エコカー補助金の終了と軌を一にして、当社主力の化学品、樹脂品等の工業系貨物の取り扱いが低下するととも

に、流通系貨物も伸び悩む状況となってまいりました。特に輸送部門において長距離便を中心とする集車難のた

め傭車料が増加し、輸送収支が漸次低下する傾向を示してまいりました。また、倉庫部門においても荷扱いの波

動が予想以上に大きく、外注費が見込みより増加する結果となっております。 

当社は、東日本大震災の復興需要を下支えとした一定の景気回復を想定し、前年度からの貨物取扱の反動増も

織り込み、通期の業績予想を公表いたしました。しかしながら、景気回復のテンポは遅く、昨今、政権交代に伴

うデフレ是正の期待感が醸成され、景気も底入れの兆しが見られるようになってきたとは言え、中国をはじめ新

興国経済の成長鈍化など、景気の下振れリスクが寧ろ顕在化する様相を示しており、当面の景気回復は期待し難

い状況となっております。このような状況のもと、今後第４四半期において貨物の取り扱いが急回復する見通し

が想定できないことなどから、営業収益並びに営業利益以下各利益の当初の業績予想を下方修正することといた

しました。 

なお、個別業績予想についても、同様の理由により修正いたしました。 

  

【参考】 

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） 

  

※上記業績予想は、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。 

  

  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 

 24,700

百万円 

 950

百万円 

 840

百万円 

 430

円 銭 

 57.63

今回修正予想（Ｂ）  24,000  860  760  400  53.61

増減額（Ｂ－Ａ）  △700  △90  △80  △30  －

増減率（％）  △2.8  △9.5  △9.5  △7.0  －

（ご参考）前期実績 

（平成24年３月期） 
 22,717  828  748  373  50.02

  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 

 21,400

百万円 

 750

百万円 

 650

百万円 

 330

円 銭 

 44.23

今回修正予想（Ｂ）  20,800  680  590  280  37.53

増減額（Ｂ－Ａ）  △600  △70  △60  △50  －

増減率（％）  △2.8  △9.3  △9.2  △15.2  －

（ご参考）前期実績 

（平成24年３月期） 
 19,515  642  560  256  34.32
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（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。 

これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益はそれぞれ８百万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
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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 1,083 951

受取手形及び営業未収入金 3,682 3,789

販売用不動産 94 80

繰延税金資産 65 65

その他 234 258

貸倒引当金 △8 △5

流動資産合計 5,150 5,140

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,615 4,493

機械装置及び運搬具（純額） 154 249

土地 10,845 10,881

建設仮勘定 38 8

その他（純額） 151 153

有形固定資産合計 15,806 15,786

無形固定資産 390 671

投資その他の資産   

投資有価証券 308 339

繰延税金資産 313 309

その他 1,605 1,674

貸倒引当金 － △2

投資その他の資産合計 2,227 2,321

固定資産合計 18,424 18,778

資産合計 23,575 23,918
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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 2,203 2,259

短期借入金 3,876 4,238

1年内償還予定の社債 － 100

未払法人税等 198 89

賞与引当金 112 32

その他 611 871

流動負債合計 7,001 7,592

固定負債   

社債 500 400

長期借入金 5,061 4,577

退職給付引当金 310 344

負ののれん 9 6

その他 371 384

固定負債合計 6,252 5,713

負債合計 13,254 13,305

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,284 1,284

資本剰余金 1,086 1,086

利益剰余金 7,896 8,170

自己株式 △59 △59

株主資本合計 10,207 10,481

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 40 52

為替換算調整勘定 △9 △9

その他の包括利益累計額合計 30 43

少数株主持分 82 88

純資産合計 10,321 10,613

負債純資産合計 23,575 23,918
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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 17,118 17,884

営業原価 15,999 16,672

営業総利益 1,118 1,211

販売費及び一般管理費 478 505

営業利益 640 705

営業外収益   

受取利息 0 1

受取配当金 4 5

負ののれん償却額 3 3

受取保険金 3 3

受取補償金 － 13

補助金収入 10 5

その他 15 16

営業外収益合計 37 48

営業外費用   

支払利息 90 85

その他 11 23

営業外費用合計 102 108

経常利益 576 645

特別利益   

固定資産売却益 2 6

特別利益合計 2 6

特別損失   

固定資産売却損 － 3

固定資産除却損 38 0

投資有価証券評価損 － 2

関係会社整理損 11 －

特別損失合計 49 6

税金等調整前四半期純利益 528 646

法人税等 236 247

少数株主損益調整前四半期純利益 291 399

少数株主利益 0 5

四半期純利益 291 393
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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 291 399

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5 12

為替換算調整勘定 △4 0

その他の包括利益合計 △9 12

四半期包括利益 282 411

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 283 405

少数株主に係る四半期包括利益 △1 6
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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 528 646

減価償却費 416 441

支払利息 90 85

関係会社整理損 11 －

有形固定資産売却損益（△は益） △2 △3

有形固定資産除却損 38 0

売上債権の増減額（△は増加） △368 △110

たな卸資産の増減額（△は増加） 19 10

仕入債務の増減額（△は減少） 276 56

その他 41 14

小計 1,052 1,140

利息及び配当金の受取額 5 6

利息の支払額 △84 △81

法人税等の支払額 △273 △351

営業活動によるキャッシュ・フロー 700 714

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △241 △370

有形固定資産の売却による収入 19 9

無形固定資産の取得による支出 △45 △152

その他 △1 △82

投資活動によるキャッシュ・フロー △268 △596

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） 207 315

長期借入れによる収入 310 420

長期借入金の返済による支出 △725 △856

配当金の支払額 △119 △119

その他 △7 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △335 △249

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 94 △131

現金及び現金同等物の期首残高 886 1,058

現金及び現金同等物の四半期末残高 981 927
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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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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