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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年3月21日～平成23年6月20日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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1四半期 2,262 △2.2 72 56.8 78 58.8 41 2,187.5
23年3月期第1四半期 2,312 △3.1 46 △52.3 49 △51.4 1 △96.8

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1四半期 5.57 ―

23年3月期第1四半期 0.24 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期第1四半期 8,950 6,778 75.7 899.93
23年3月期 8,766 6,775 77.3 899.30

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  6,778百万円 23年3月期  6,775百万円

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 ― 5.00 10.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年3月21日～平成24年3月20日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 4,750 △0.5 200 51.0 200 42.7 100 95.9 13.27
通期 9,500 2.4 400 51.8 400 46.7 200 73.6 26.54



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無になります。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変
更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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   ：  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1Q 7,560,000 株 23年3月期 7,560,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 27,406 株 23年3月期 26,018 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 7,532,992 株 23年3月期1Q 7,535,705 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ます。なお当第１四半期決算短信の開示時点において、当第１四半期
会計（累計）期間に係る四半期財務諸表に関する監査法人のレビュー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、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。業績予想に関する事項は、添付資料２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第１四半期会計期間の国内経済は、2011年３月11日に発生した東日本大震災の影響で、年度末から

急激に落ち込み、先行きが不透明な状況が続いています。運送業界も一時的な需要はあるものの経済活

動の影響を受け輸送量の減少が続いております。 

当第１四半期会計期間は、前年同期と比較して輸送量と倉庫荷役量がともに減少したため営業収益は

減少しました。また、車輌の代替が少ないことにより減価償却費が減少しましたが、燃料費が増加しま

した。また前年同期は貸倒損失を計上しましたが、今期は貸倒損失の計上がなかったため減収増益とな

りました。 

その結果、営業収益2,262百万円、経常利益は78百万円、四半期純利益は41百万円となりました。  

  

資産、負債及び純資産の概況  

流動資産は、3,714百万円(前期末比6.3%増、220百万円増)となり、そのうち現金及び預金は、1,859

百万円(前期末比207百万円増)となりました。 

固定資産は、5,236百万円(前期末比0.7%減、35百万円減)となり、そのうち有形固定資産は、4,757百

万円（前期末比30百万円減）となりました。 

流動負債は、1,616百万円(前期末比15.4%増、216百万円増)となり、そのうち賞与引当金は、302百万

円（前期末比97百万円増）となりました。 

固定負債は、555百万円(前期末比5.9%減、34百万円減)となり、そのうち長期借入金は、139百万円

（前期末比29百万円減）となりました。 

純資産の部は、6,778百万円（前期末比0.1%増、3百万円増）となり、そのうち利益剰余金は、4,518

百万円（前期末比4百万円増）となりました。 

  

当第１四半期の業績は、概ね予想通り推移しており、業績予想については、当第２四半期累計期間及

び通期ともに、平成23年４月28日の決算発表時点と変更ありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１ 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報

(3) 業績予想に関する定性的情報
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定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方

法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められる場合は、前事業年度において使用した将来の業績予測や

タックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３

月31日）を適用しております。 

これによる営業利益、経常利益、税引前四半期純利益への影響はありません。 

  

  

  

  

２ その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

①固定資産の減価償却費の算定方法

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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３【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成23年6月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年3月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,859,178 1,651,760

受取手形及び営業未収入金 1,442,586 1,497,072

有価証券 199,939 200,000

貯蔵品 13,211 13,665

その他 207,031 139,719

貸倒引当金 △7,440 △8,282

流動資産合計 3,714,508 3,493,936

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,976,656 4,825,923

減価償却累計額 △3,673,581 △3,499,062

建物及び構築物（純額） 1,303,075 1,326,860

機械装置及び運搬具 2,394,133 2,416,903

減価償却累計額 △2,238,011 △2,255,631

機械装置及び運搬具（純額） 156,122 161,271

土地 3,275,445 3,275,445

その他 167,390 166,725

減価償却累計額 △144,365 △141,910

その他（純額） 23,025 24,815

有形固定資産合計 4,757,668 4,788,393

無形固定資産 30,872 32,972

投資その他の資産   

投資有価証券 179,002 180,208

差入保証金 97,171 97,171

その他 174,075 176,024

貸倒引当金 △2,674 △2,674

投資その他の資産合計 447,573 450,729

固定資産合計 5,236,114 5,272,094

資産合計 8,950,623 8,766,031
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成23年6月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年3月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 573,630 538,495

1年内返済予定の長期借入金 117,916 125,806

未払法人税等 62,621 18,928

賞与引当金 302,700 205,620

役員賞与引当金 6,500 16,000

その他 553,237 495,709

流動負債合計 1,616,605 1,400,559

固定負債   

長期借入金 139,363 168,752

退職給付引当金 204,665 211,493

役員退職慰労引当金 172,488 171,205

その他 38,714 38,714

固定負債合計 555,231 590,165

負債合計 2,171,836 1,990,724

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,140,000 1,140,000

資本剰余金 1,120,000 1,120,000

利益剰余金 4,518,596 4,514,308

自己株式 △10,112 △9,739

株主資本合計 6,768,484 6,764,568

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,302 10,737

評価・換算差額等合計 10,302 10,737

純資産合計 6,778,786 6,775,306

負債純資産合計 8,950,623 8,766,031
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年3月21日 
 至 平成22年6月20日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年3月21日 
 至 平成23年6月20日) 

営業収益 2,312,094 2,262,364

営業原価 2,148,125 2,094,758

営業総利益 163,969 167,605

販売費及び一般管理費 117,539 94,807

営業利益 46,429 72,798

営業外収益   

受取利息 230 146

受取配当金 494 3,909

受取保険金 1,925 1,517

その他 2,449 1,773

営業外収益合計 5,100 7,347

営業外費用   

支払利息 1,952 1,407

営業外費用合計 1,952 1,407

経常利益 49,577 78,738

特別利益   

固定資産売却益 429 648

特別利益合計 429 648

特別損失   

固定資産除却損 98 －

役員退職慰労金 39,377 －

特別損失合計 39,476 －

税引前四半期純利益 10,531 79,386

法人税、住民税及び事業税 23,000 58,000

法人税等調整額 △14,303 △20,570

法人税等合計 8,696 37,429

四半期純利益 1,834 41,957
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年3月21日 
 至 平成22年6月20日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年3月21日 
 至 平成23年6月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 10,531 79,386

減価償却費 62,507 47,849

貸倒引当金の増減額（△は減少） 26,817 △842

賞与引当金の増減額（△は減少） 105,900 97,080

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17,000 △9,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,471 △6,827

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △37,950 1,283

受取利息及び受取配当金 △725 △4,055

支払利息 1,952 1,407

有形固定資産売却損益（△は益） △429 △648

有形固定資産除却損 98 －

売上債権の増減額（△は増加） △77,482 54,486

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,503 453

仕入債務の増減額（△は減少） 28,873 35,134

その他 7,700 3,250

小計 105,817 298,457

利息及び配当金の受取額 685 4,015

利息の支払額 △1,952 △1,407

法人税等の支払額 △95,065 △9,099

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,484 291,966

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 △48,293 △13,598

有形固定資産の売却による収入 8,245 1,700

有価証券の取得による支出 △199,840 △199,920

有価証券の償還による収入 200,000 200,000

その他 △6,296 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △46,184 △11,818

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △33,949 △37,279

配当金の支払額 △34,954 △35,078

その他 △55 △372

財務活動によるキャッシュ・フロー △68,959 △72,729

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △105,659 207,418

現金及び現金同等物の期首残高 1,721,867 1,651,760

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,616,207 1,859,178
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該当事項はありません。 

  

当社は物流事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。 

  

（追加情報） 

当第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号

平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第20号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

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) セグメント情報

(6) 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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