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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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）

売上高 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1四半期 2,097 △16.3 △8 ― △11 ― △8 ―
24年3月期第1四半期 2,507 12.0 89 1.9 86 △3.3 2 △92.6

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △24百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △2百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △0.85 ―
24年3月期第1四半期 0.24 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 9,222 4,674 50.4
24年3月期 9,570 4,777 49.7
（参考） 自己資本  25年3月期第1四半期  4,648百万円 24年3月期  4,751百万円

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 ― 0.00 ― 7.50 7.50
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 7.50 7.50

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、通期は対前期、四半期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   

売上高 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) 4,900 △2.2 190 0.2 180 △2.6 100 82.2 9.55
通期 10,000 △3.9 426 △3.8 400 △14.9 224 △6.3 21.40



(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  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注） 当第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」をご覧下さい。 

(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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1Q 10,500,000 株 24年3月期 10,500,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 37,093 株 24年3月期 36,988 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 10,462,977 株 24年3月期1Q 10,466,046 株
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当第１四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等を背景とした国内

景気は回復が見込まれつつあるものの、欧州債務危機による金融不安や円高の長期化等、景気先行きは

不透明な状況となっております。 

この間、当社グループを取りまく経営環境は、復興需要による輸送作業等あるものの、設備投資の低

迷等により重量物輸送は減少し、また、荷主企業からの物流の合理化要請等が強まり、引き続き厳しい

経営環境で推移しました。 

このような情勢のもと、東日本大震災の復興需要に積極的に取り組むなど、幅広い営業活動を展開し

ました。また、本年３月には堺事業所に開閉式テント倉庫を建設し、重量物等の保管能力を高めるとと

もに、顧客ニーズに合わせたサービスの向上に努めました。しかしながら、国内貨物の減少や、円高に

よる輸出貨物の減少等により、当第１四半期累計期間の営業収入は20億97百万円と前年同四半期比

16.3％の減収となりました。 

セグメント別にみますと、物流事業につきましては、プラント機器類の海上輸送や、シールド掘進機

等の大型重量物の輸送作業等が減少した結果、物流事業の収入は20億23百万円と前年同四半期比3億89

百万円(16.1％)の減収となり、セグメント利益は98百万円と前年同四半期比1億3百万円(51.2％)の減益

となりました。 

その他につきましては、車両等整備が減少した結果、その他の収入は74百万円と前年同四半期比20百

万円(21.2％)の減収となり、セグメント利益は18百万円と前年同四半期比1百万円(7.1％)の減益となり

ました。 

一方、利益面におきましては、操業度の低下や価格競争激化など厳しい受注環境のなか、全社的にコ

ストダウンに取り組み、収益率改善に取り組みましたが、営業収入の減少を補うことが出来ず、営業損

失8百万円(前年同四半期は89百万円の利益)となりました。 

営業外収益から営業外費用を差し引いた純額は2百万円の費用計上となり、この結果経常損失は11百

万円(前年同四半期は86百万円の利益)となりました。 

税金等調整前四半期純損失から法人税等を差し引いた少数株主損益調整前四半期純損失は8百万円と

なり、少数株主利益を加えた四半期純損失は8百万円(前年同四半期は2百万円の利益)となりました。 

また、１株当たり四半期純損失は0.85円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ3億48百万円減少して92億22百万

円となりました。流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ2億63百万円減少して34億50百万円とな

りました。固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ84百万円減少して57億71百万円となりました。

流動資産の減少の主な要因は、受取手形及び売掛金が2億34百万円減少したことによるものでありま

す。 

固定資産のうち、有形固定資産は前連結会計年度末に比べ39百万円減少して55億5百万円となりまし

た。この主な要因は、減価償却によるものであります。 

流動負債につきましては、前連結会計年度末に比べ1億85百万円減少して27億45百万円となりまし

た。この主な要因は、支払手形及び買掛金が1億46百万円減少したことによるものであります。 

固定負債につきましては、前連結会計年度末に比べ59百万円減少して18億2百万円となりました。こ

の主な要因は役員退職慰労引当金が減少したことによるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ103百万円減少して46億74百万円

となりました。この主な要因は利益剰余金の配当によるものであります。  

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の49.7％から50.4％となりました。 

  

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月10日発表の業績予想に変更はありません。

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

（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。  

  

税金費用の計算  

税金費用については、当第１四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す

る方法を採用しております。ただし、見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純利益に一時

差異に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。 

  

(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、当第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。  

この変更に伴う、当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に

与える影響は軽微であります。 

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

（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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 827,159 855,612

受取手形及び売掛金 2,380,282 2,145,307

繰延税金資産 107,210 109,710

その他 407,941 347,471

貸倒引当金 △8,491 △7,529

流動資産合計 3,714,101 3,450,572

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 830,102 817,578

土地 4,047,092 4,047,092

その他（純額） 668,260 640,916

有形固定資産合計 5,545,455 5,505,586

無形固定資産   

その他 28,656 28,107

無形固定資産合計 28,656 28,107

投資その他の資産   

投資有価証券 184,056 159,054

その他 108,302 89,102

貸倒引当金 △10,134 △10,277

投資その他の資産合計 282,224 237,880

固定資産合計 5,856,336 5,771,573

資産合計 9,570,438 9,222,145
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 793,441 646,900

短期借入金 1,206,000 1,400,000

1年内返済予定の長期借入金 169,842 159,842

未払法人税等 156,199 4,005

賞与引当金 245,131 111,770

役員賞与引当金 21,300 3,230

その他 338,570 419,368

流動負債合計 2,930,484 2,745,117

固定負債   

長期借入金 457,617 457,617

繰延税金負債 226,995 223,706

退職給付引当金 671,925 678,423

役員退職慰労引当金 80,180 43,993

特別修繕引当金 44,644 48,604

その他 380,607 350,091

固定負債合計 1,861,969 1,802,435

負債合計 4,792,453 4,547,552

純資産の部   

株主資本   

資本金 525,000 525,000

資本剰余金 112,420 112,420

利益剰余金 4,077,087 3,989,689

自己株式 △6,791 △6,812

株主資本合計 4,707,716 4,620,298

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 44,275 28,249

その他の包括利益累計額合計 44,275 28,249

少数株主持分 25,992 26,044

純資産合計 4,777,984 4,674,593

負債純資産合計 9,570,438 9,222,145
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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１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

営業収入 2,507,332 2,097,676

営業原価 2,027,083 1,714,416

営業総利益 480,248 383,259

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 148,934 149,376

賞与引当金繰入額 57,529 62,098

役員賞与引当金繰入額 5,000 3,230

退職給付費用 16,365 16,897

役員退職慰労引当金繰入額 3,705 2,823

その他 159,031 157,595

販売費及び一般管理費合計 390,565 392,021

営業利益又は営業損失（△） 89,683 △8,761

営業外収益   

受取利息 39 37

受取配当金 9,263 3,686

固定資産売却益 166 5,304

その他 1,135 2,834

営業外収益合計 10,604 11,863

営業外費用   

支払利息 7,645 6,853

投資有価証券評価損 － 5,687

その他 6,522 2,313

営業外費用合計 14,167 14,854

経常利益又は経常損失（△） 86,120 △11,752

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

86,120 △11,752

法人税等 84,352 △2,880

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

1,768 △8,872

少数株主利益又は少数株主損失（△） △700 52

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,468 △8,925
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

1,768 △8,872

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,695 △16,025

その他の包括利益合計 △4,695 △16,025

四半期包括利益 △2,927 △24,898

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,226 △24,951

少数株主に係る四半期包括利益 △700 52
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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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