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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 9,173 1.5 250 25.1 216 46.8 85 357.0
23年3月期第3四半期 9,035 4.9 199 △9.3 147 △46.0 18 △82.5

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 78百万円 （811.5％） 23年3月期第3四半期 8百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 17.17 ―
23年3月期第3四半期 3.60 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 14,011 4,419 30.7
23年3月期 13,296 4,595 33.8
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  4,304百万円 23年3月期  4,496百万円

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

23年3月期 ― 5.00 ― 0.00 5.00
24年3月期 ― 5.00 ―
24年3月期（予想） 7.50 12.50

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 11,930 0.9 320 26.7 260 44.2 120 ― 24.31



(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  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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きの対象外であり、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
四半期財務諸表のレビュー手続き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、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当たっての注意事項等については、四半期決
算短信（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。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 5,651,000 株 23年3月期 5,651,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 881,657 株 23年3月期 456,657 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 4,992,387 株 23年3月期3Q 5,205,631 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により急激に落ち込んだ経済

活動や停滞していた個人消費も回復の兆しが見られたものの、欧州の金融危機及び新興国の成長鈍化に

加えデフレや円高の進行等のリスク要因が懸念され、依然として先行き不透明な状況で推移しました。

このような経営環境のなかで当社グループは、震災による事業活動の停滞を 小限に止め、継続した

３ＰＬ（企業物流の包括的受託）事業案件の獲得に向けた取り組みと顧客ニーズに対応したソリューシ

ョン型の営業活動を展開し、新規顧客の獲得と既存顧客の取引拡大に努めながら、復旧・復興支援活動

の一環として災害廃棄物の運搬業務を担ってまいりました。また、商物一体物流サービスにおいては、

鳥取県ロシアビジネスサポートシステム設置運営業務を受託し、ロシア極東地域での事業基盤の伸張が

図られました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は、震災の影響により運送事業では輸送量が減少、

乗用車販売事業ではタイ国の大洪水もあり再び自動車生産の落ち込みが新車販売に影響しましたが、物

流効率化等の提案による新規顧客の獲得と既存顧客の受注高が増加し、倉庫事業と食品関連の国際物流

事業等で増収となり、9,173百万円（対前年同四半期比101.5％）となりました。利益面におきまして

は、倉庫事業等の増収効果と乗用車販売事業においてコスト抑制を含め販売台数に応じた販売費及び一

般管理費が減少し、営業利益は250百万円（対前年同四半期比125.1％）、経常利益は216百万円（対前

年同四半期比146.8％）、四半期純利益は85百万円（対前年同四半期比457.0％）となりました。 

  

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計期間末に比べて5.4％増加し、14,011百万円と

なりました。流動資産は、前連結会計期間末に比べて20.8％増加し、4,623百万円となりました。これ

は、現金及び預金が365百万円増加したことなどによります。固定資産は、前連結会計期間末に比べて

0.8％減少し、9,387百万円となりました。これは、有形固定資産が103百万円減少したことなどにより

ます。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計期間末に比べて10.2％増加し、9,591百万円

となりました。流動負債は、前連結会計期間末に比べて19.4％増加し、4,797百万円となりました。こ

れは、支払手形及び営業未払金が434百万円増加したことなどによります。固定負債は、前連結会計期

間末に比べて2.4％増加し、4,794百万円となりました。これは、長期借入金が92百万円増加したことな

どによります。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計期間末に比べて3.8％減少し、4,419百万円

となりました。これは、自己株式が238百万円増加したことなどによります。 

  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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平成24年３月期の通期業績予想につきましては、平成23年８月９日に公表しました業績予想に変更は

ありません。なお、今後、修正が必要とされる場合は速やかに公表いたします。 

  

  

（３）連結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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報(その他)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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）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23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,745,539 2,111,171

受取手形及び営業未収入金 1,205,863 1,506,131

商品 351,137 442,271

貯蔵品 24,664 18,773

その他 553,437 595,292

貸倒引当金 △52,643 △50,576

流動資産合計 3,827,998 4,623,063

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,193,552 2,994,142

機械装置及び運搬具（純額） 357,346 364,268

土地 4,452,080 4,416,305

建設仮勘定 － 88,469

その他（純額） 40,845 76,811

有形固定資産合計 8,043,825 7,939,996

無形固定資産 36,091 32,085

投資その他の資産

その他 1,434,867 1,463,779

貸倒引当金 △47,457 △47,951

投資その他の資産合計 1,387,409 1,415,828

固定資産合計 9,467,326 9,387,910

繰延資産 768 118

資産合計 13,296,093 14,011,091
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 1,290,247 1,724,913

短期借入金 302,700 522,245

1年内償還予定の社債 40,000 20,000

1年内返済予定の長期借入金 1,470,922 1,642,898

リース債務 6,304 11,736

未払法人税等 48,971 25,166

賞与引当金 53,918 38,987

災害損失引当金 151,464 50,177

その他 654,261 760,907

流動負債合計 4,018,789 4,797,032

固定負債

長期借入金 3,986,929 4,079,729

リース債務 19,230 48,710

退職給付引当金 346,142 349,548

役員退職慰労引当金 131,716 112,826

資産除去債務 45,597 45,795

その他 152,399 158,311

固定負債合計 4,682,016 4,794,922

負債合計 8,700,805 9,591,955

純資産の部

株主資本

資本金 1,262,736 1,262,736

資本剰余金 1,189,881 1,189,881

利益剰余金 2,432,630 2,494,370

自己株式 △346,676 △584,883

株主資本合計 4,538,571 4,362,104

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △36,682 △46,668

繰延ヘッジ損益 △311 △2,924

為替換算調整勘定 △5,344 △7,703

その他の包括利益累計額合計 △42,338 △57,296

新株予約権 14,517 22,171

少数株主持分 84,537 92,157

純資産合計 4,595,287 4,419,136

負債純資産合計 13,296,093 14,011,091
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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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第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)

営業収益 9,035,927 9,173,709

営業原価 7,714,905 7,865,640

営業総利益 1,321,021 1,308,068

販売費及び一般管理費 1,121,071 1,057,929

営業利益 199,950 250,138

営業外収益

受取利息 2,258 1,944

受取配当金 3,911 2,654

受取賃貸料 17,100 2,453

受取保険金 － 15,611

貸倒引当金戻入額 － 2,582

企業立地奨励金 － 7,340

その他 33,140 20,938

営業外収益合計 56,411 53,524

営業外費用

支払利息 83,282 74,901

その他 25,488 12,065

営業外費用合計 108,770 86,967

経常利益 147,590 216,695

特別利益

固定資産売却益 32,267 3,454

投資有価証券売却益 812 －

貸倒引当金戻入額 779 －

国庫補助金 14,400 －

災害見舞金 － 4,915

雇用調整助成金 － 3,504

災害損失引当金戻入額 － 34,051

その他 54 830

特別利益合計 48,313 46,756

特別損失

固定資産売却損 129 2,420

固定資産除却損 3,786 9,494

投資有価証券評価損 18,035 27,322

固定資産圧縮損 14,400 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 36,465 －

その他 7,302 247

特別損失合計 80,118 39,484

税金等調整前四半期純利益 115,784 223,968

法人税、住民税及び事業税 58,180 50,452

法人税等調整額 29,075 80,173

法人税等合計 87,256 130,626

少数株主損益調整前四半期純利益 28,528 93,341

少数株主利益 9,771 7,619

四半期純利益 18,756 85,722
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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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 28,528 93,341

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △11,850 △9,985

繰延ヘッジ損益 △343 △2,612

為替換算調整勘定 △7,735 △2,359

その他の包括利益合計 △19,929 △14,957

四半期包括利益 8,599 78,383

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,172 70,764

少数株主に係る四半期包括利益 9,771 7,619
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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