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1.  平成25年3月期第2四半期の業績（平成24年3月21日～平成24年9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 ％

25年3月期第2四半期 4,757 0.7 113 △31.8 131 △25.9 66 △30.0

24年3月期第2四半期 4,722 △1.0 166 25.7 177 26.7 95 87.0

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2四半期 8.88 ―

24年3月期第2四半期 12.68 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 9,067 6,883 75.9
24年3月期 9,016 6,857 76.1

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  6,883百万円 24年3月期  6,857百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
25年3月期 ― 5.00

25年3月期（予想） ― 5.00 10.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年3月21日～平成25年 3月20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 9,300 0.8 260 △21.5 280 △18.8 140 △7.1 18.59



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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） 25年3月期2Q 7,560,000 株 24年3月期 7,560,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 28,402 株 24年3月期 27,606 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 7,531,863 株 24年3月期2Q 7,532,693 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２四半期決算短信の開示時点において、当第２四半期
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、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２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要を背景に穏やかな景気回復傾

向にあるものの、欧州政府の債務危機による海外景気の下振れ懸念、円高やデフレ経済の長期化、さら

には中国、台湾、韓国との間に日本の領土・領海問題が緊迫化するなどし、輸出入や観光など政治のみ

ならず経済に大きな影響が出はじめ、長期化する懸念が生じてきました。 

当第２四半期累計期間は、前年同四半期と比較して、営業収益は若干増加しました。また経常利益

は、物流料金の値下げが影響し、減益となりました。 

その結果、営業収益は4,757百万円（前年同四半期比0.7％増）、経常利益は131百万円（前年同四半

期比25.9％減）、四半期純利益は66百万円（前年同四半期比30.0％減）となりました。 

  

資産、負債及び純資産の概況  

流動資産は、3,573百万円(前期末比2.1%増、74百万円増)となり、そのうち受取手形及び営業未収入

金は、1,598百万円(前期末比91百万円増)となりました。 

固定資産は、5,493百万円(前期末比0.4%減、23百万円減)となり、そのうち有形固定資産は、5,018百

万円（前期末比0百万円減）となりました。 

流動負債は、1,615百万円(前期末比6.5%増、97百万円増)となり、そのうち支払手形及び営業未払金

は、656百万円（前期末比74百万円増）となりました. 

固定負債は、568百万円(前期末比11.2%減、72百万円減)となり、そのうち長期借入金は、165百万円

（前期末比66百万円減）となりました。 

純資産の部は、6,883百万円（前期末比0.4%増、25百万円増）となり、そのうち利益剰余金は、4,618

百万円（前期末比29百万円増）となりました。 

  

当第２四半期の業績予想については、平成24年10月29日の「業績予想の修正に関するお知らせ」開示

時点と変更ありません。 

  

  

１．当四半期決算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



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(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月20日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,646,913 1,631,881 

受取手形及び営業未収入金 1,506,632 1,598,212 

有価証券 200,000 199,970 

貯蔵品 11,203 9,715 

その他 142,297 141,549 

貸倒引当金 △7,780 △7,550 

流動資産合計 3,499,267 3,573,779 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,210,933 5,212,500 

減価償却累計額 △3,615,103 △3,675,664 

建物及び構築物（純額） 1,595,829 1,536,835 

機械装置及び運搬具 2,359,854 2,403,305 

減価償却累計額 △2,246,412 △2,238,632 

機械装置及び運搬具（純額） 113,441 164,672 

土地 3,275,445 3,275,445 

その他 184,096 196,202 

減価償却累計額 △149,772 △154,351 

その他（純額） 34,323 41,850 

有形固定資産合計 5,019,039 5,018,804 

無形固定資産 22,810 20,735 

投資その他の資産   

投資有価証券 203,462 198,012 

差入保証金 96,423 86,682 

その他 176,468 170,373 

貸倒引当金 △1,419 △1,161 

投資その他の資産合計 474,935 453,906 

固定資産合計 5,516,786 5,493,445 

資産合計 9,016,054 9,067,224 



(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月20日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 582,146 656,341 

1年内返済予定の長期借入金 122,882 123,204 

未払法人税等 113,420 39,062 

賞与引当金 194,508 183,233 

役員賞与引当金 20,000 7,000 

訴訟損失引当金 7,000 － 

その他 477,301 606,395 

流動負債合計 1,517,258 1,615,236 

固定負債   

長期借入金 231,840 165,420 

退職給付引当金 182,051 172,706 

役員退職慰労引当金 176,338 178,905 

その他 50,600 51,735 

固定負債合計 640,830 568,767 

負債合計 2,158,088 2,184,004 

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 4,589,556 4,618,749 

自己株式 △10,076 △10,297 

株主資本合計 6,839,480 6,868,452 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18,485 14,768 

評価・換算差額等合計 18,485 14,768 

純資産合計 6,857,965 6,883,220 

負債純資産合計 9,016,054 9,067,224 



（２）四半期損益計算書 
 第２四半期累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年９月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成24年９月20日) 

営業収益 4,722,468 4,757,543 

営業原価 4,370,190 4,458,026 

営業総利益 352,277 299,517 

販売費及び一般管理費 185,838 185,938 

営業利益 166,439 113,578 

営業外収益   

受取利息 295 245 

受取配当金 8,533 7,557 

その他 5,064 12,179 

営業外収益合計 13,892 19,982 

営業外費用   

支払利息 2,766 2,011 

営業外費用合計 2,766 2,011 

経常利益 177,565 131,549 

特別利益   

固定資産売却益 1,264 3,764 

特別利益合計 1,264 3,764 

特別損失   

固定資産除却損 8 336 

特別損失合計 8 336 

税引前四半期純利益 178,821 134,977 

法人税、住民税及び事業税 65,000 31,000 

法人税等調整額 18,318 37,122 

法人税等合計 83,318 68,122 

四半期純利益 95,502 66,854 



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年９月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成24年９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 178,821 134,977 

減価償却費 98,718 108,527 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △42 △487 

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,286 △11,275 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,000 △13,000 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,637 △9,344 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,566 2,566 

受取利息及び受取配当金 △8,828 △7,802 

支払利息 2,766 2,011 

固定資産売却損益（△は益） △1,264 △3,764 

固定資産除却損 8 336 

売上債権の増減額（△は増加） △93,576 △91,580 

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,336 1,487 

仕入債務の増減額（△は減少） 122,648 74,194 

その他 △7,582 84,598 

小計 266,648 271,446 

利息及び配当金の受取額 8,748 7,772 

利息の支払額 △2,766 △2,011 

法人税等の支払額 △9,022 △105,104 

営業活動によるキャッシュ・フロー 263,607 172,103 

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 △430,505 △84,171 

有形固定資産の売却による収入 2,685 4,730 

有価証券の取得による支出 △199,920 △199,940 

有価証券の償還による収入 200,000 200,000 

その他 △607 △1,160 

投資活動によるキャッシュ・フロー △428,348 △80,541 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 195,000 － 

長期借入金の返済による支出 △71,228 △66,098 

リース債務の返済による支出 △888 △2,664 

配当金の支払額 △37,629 △37,610 

その他 △528 △220 

財務活動によるキャッシュ・フロー 84,725 △106,594 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △80,015 △15,032 

現金及び現金同等物の期首残高 1,651,760 1,646,913 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,571,745 1,631,881 



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。 

  

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）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象




