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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）

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1四半期 38,850 14.2 2,464 △3.0 3,042 △3.2 1,808 △3.9

24年3月期第1四半期 34,015 4.3 2,541 2.9 3,142 4.4 1,882 2.6

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 655百万円 （△69.0％） 24年3月期第1四半期 2,116百万円 （―％）

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 10.14 10.14
24年3月期第1四半期 10.55 ―

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 233,494 119,849 48.7
24年3月期 245,092 120,287 46.6

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  113,636百万円 24年3月期  114,181百万円

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 ― 6.00 11.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 5.50 ― 5.50 11.00

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、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  
 

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) 78,000 14.2 5,000 △1.8 5,500 △1.1 3,200 3.7 17.95
通期 157,000 12.3 10,300 7.1 11,200 6.9 6,600 1.4 37.01



(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、4ページ「２．（１）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、4ページ「２．（２）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、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等につ
いては、四半期決算短信（添付資料）3ページ「１．（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1Q 195,936,231 株 24年3月期 195,936,231 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 17,614,578 株 24年3月期 17,614,980 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 178,321,126 株 24年3月期1Q 178,328,638 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  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に、緩やかながらも回

復傾向を示しましたが、依然として欧州の政府債務危機を巡る情勢は不確実で、海外経済には減速感が広がり、ま

た、国内においても、電力供給の制約、デフレの影響等が懸念され、景気の先行きについては不透明な状況で推移

しました。 

  このような情勢のもとで、当社グループは、物流事業では、文書等情報記録媒体を取り扱うアーカイブ事業にお

いて 新鋭の保管施設及び先進の情報システムを活用し、業務の拡大を図るとともに、海運事業では、輸送数量の

維持・拡大及び新規荷主の獲得に努め、また、不動産事業では、賃貸物件におけるテナントの確保及び賃貸料水準

の維持に努めてまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間は、物流事業は港湾運送及び国際輸送の取扱いが低調に推移したものの、

前第４四半期連結会計期間から海運事業を開始したことから、営業収益は388億5千万円と前年同期比14.2％の増収

となりました。一方、営業利益は、物流事業における取扱減少や前年度に竣工した倉庫施設等の減価償却費の増加

等により24億6千4百万円と前年同期比3.0％の減益となり、経常利益も30億4千2百万円と前年同期比3.2％の減益、

四半期純利益も、固定資産除却損及び投資有価証券評価損を特別損失に計上した結果、18億8百万円と前年同期比

3.9％の減益となりました。 

  

  セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 ①物流事業 

 倉庫収入は、平成24年１月に稼働した埼玉県羽生市の新倉庫が寄与するなど、書類を中心に貨物保管残高が堅

調に推移し、55億4千3百万円（前年同期比3.6％増）となりました。港湾運送収入は、コンテナ荷捌が船会社の

航路再編等により、また、一般荷捌も円高の影響等を受けて取扱高が減少し、92億9千万円（前年同期比5.9％

減）となりました。国際輸送収入は、特に欧州及び中国における国際一貫輸送の取扱いが低調に推移し、航空貨

物の取扱いも減少したことから、64億8千3百万円（前年同期比3.1％減）となりました。また、陸上運送ほか収

入は、95億6千3百万円（前年同期比2.3％減）となりました。 

 以上の結果、物流事業全体の営業収益は308億8千万円（前年同期比2.6％減）、営業利益は20億3千7百万円

（前年同期比4.2％減）となりました。  

 ②海運事業 

 営業収益は57億8千万円となりましたが、海上運賃の下落及び船舶燃料油価格の高騰に加え、のれん償却額の

計上もあり、4千万円の営業損失となりました。  

 ③不動産事業 

 一部の賃貸物件においてテナントの新規入居があったことなどから、営業収益は24億5千6百万円（前年同期比

1.7％増）となりましたが、減価償却費等の増加で営業利益は13億8千9百万円（前年同期比0.4％減）となりまし

た。 

 （注）１．上記のセグメントの営業収益には、セグメント間の内部営業収益2億6千7百万円（前年同期9千9百万円）

を含んでおります。 

２．上記のセグメントの営業利益は、各セグメントに帰属しない全社費用等9億2千1百万円（前年同期9億7千9

百万円）控除前の利益であります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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 セグメント別の営業収益内訳 

   

（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１四半期連結会計期間末の財政状態について、資産合計は、借入金の返済及び船舶取得費用の支払等により

「現金及び預金」が減少したほか、株式相場の下落により「投資有価証券」が減少したため、前連結会計年度比

4.7％減の2,334億9千4百万円となりました。また、負債合計は、「短期借入金」の返済及び法人税等の支払に伴う

「未払法人税等」の減少等により、前連結会計年度比8.9％減の1,136億4千4百万円となりました。純資産合計は、

投資有価証券の時価の下落に伴う「その他有価証券評価差額金」の減少等により、前連結会計年度比0.4％減の

1,198億4千9百万円となりました。 

 ②キャッシュ・フローの状況 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益及び減価償却による資金の留保等により25

億1千4百万円の増加となり、前年同期（22億1千8百万円の増加）を2億9千5百万円上回りました。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により20億2千万円の減少となり、

前年同期（23億8百万円の増加）を43億2千9百万円下回りました。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済及び期末配当金の支払等により90億円の減少とな

り、前年同期（10億4千6百万円の減少）を79億5千4百万円下回りました。 

 当第１四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローは、以上の結果に「現金及び現金同等物に係る換算差額」

（5億3千万円）を加えた全体で79億7千7百万円の減少となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は、147億2千6

百万円となりました。   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間における業績が概ね計画どおりに推移していることから、連結業績予想につきまして

は、第２四半期連結累計期間及び通期とも、平成24年５月10日に公表しました予想数値を据え置いております。 

内訳 

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）

前年同期比増減

増減額 比率％

物流事業       百万円 31,698       百万円 30,880     百万円 △818  △2.6

（倉庫収入）  (5,349)  (5,543)  (193)  (3.6)

（港湾運送収入）  (9,868)  (9,290)  (△578)  (△5.9)

（国際輸送収入）  (6,694)  (6,483)  (△210)  (△3.1)

（陸上運送ほか収入）  (9,787)  (9,563)  (△223)  (△2.3)

海運事業  －  5,780  5,780   －

（海運事業収入） (－)  (5,780)  (5,780) (－) 

不動産事業  2,415  2,456  40   1.7

（不動産事業収入）  (2,415)  (2,456)  (40)  (1.7)

計  34,114  39,117    5,002   14.7

セグメント間内部営業収益  △99  △267  △167   △169.1

純営業収益  34,015  38,850  4,835   14.2
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（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 一部の連結子会社においては、税金費用の計算にあたり、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

乗じて計算しております。 

   

  （２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（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から、平成24年４月１日以後に

取得した定率法を採用している有形固定資産の減価償却の方法について、改正後の法人税法に基づく定率法に変更

しております。 

 これによる損益への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
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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 32,254 18,700

受取手形及び営業未収入金 17,920 18,108

有価証券 4 3

販売用不動産 94 80

仕掛品 41 57

繰延税金資産 943 696

その他 4,185 3,538

貸倒引当金 △146 △127

流動資産合計 55,297 41,057

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 61,267 61,535

機械装置及び運搬具（純額） 2,801 2,936

船舶（純額） 4,691 9,162

工具、器具及び備品（純額） 895 854

土地 46,231 46,277

建設仮勘定 456 962

その他（純額） 202 242

有形固定資産合計 116,546 121,972

無形固定資産   

のれん 3,687 3,772

借地権 4,319 4,347

ソフトウエア 1,460 1,376

その他 495 730

無形固定資産合計 9,962 10,227

投資その他の資産   

投資有価証券 54,073 50,382

長期貸付金 621 451

繰延税金資産 2,298 2,403

その他 6,658 7,364

貸倒引当金 △366 △365

投資その他の資産合計 63,285 60,237

固定資産合計 189,795 192,436

資産合計 245,092 233,494
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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   

支払手形及び営業未払金 11,376 11,279

1年内償還予定の社債 － 50

短期借入金 29,388 21,639

未払法人税等 2,154 915

賞与引当金 1,441 1,038

その他 5,103 4,936

流動負債合計 49,464 39,859

固定負債   

社債 500 450

長期借入金 46,952 46,748

繰延税金負債 11,439 10,182

退職給付引当金 3,024 2,996

役員退職慰労引当金 108 111

長期預り金 12,286 12,271

その他 1,030 1,026

固定負債合計 75,341 73,785

負債合計 124,805 113,644

純資産の部   

株主資本   

資本金 21,822 21,822

資本剰余金 19,175 19,175

利益剰余金 70,539 71,278

自己株式 △9,154 △9,154

株主資本合計 102,383 103,122

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 13,997 11,669

為替換算調整勘定 △2,199 △1,155

その他の包括利益累計額合計 11,798 10,514

新株予約権 89 89

少数株主持分 6,016 6,124

純資産合計 120,287 119,849

負債純資産合計 245,092 233,494
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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：百万円）

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) 

営業収益   

倉庫収入 5,349 5,543

港湾運送収入 9,868 9,180

国際輸送収入 6,694 6,483

陸上運送収入 6,913 6,928

海運収入 － 5,733

物流施設賃貸収入 1,247 1,244

不動産賃貸収入 2,311 2,317

その他 1,631 1,418

営業収益合計 34,015 38,850

営業原価   

作業諸費 19,970 23,920

人件費 4,280 4,327

賃借料 1,923 2,395

租税公課 497 495

減価償却費 1,301 1,435

その他 1,653 1,678

営業原価合計 29,626 34,253

営業総利益 4,388 4,596

販売費及び一般管理費   

給料手当及び福利費 936 1,089

賞与引当金繰入額 166 162

退職給付費用 54 57

のれん償却額 26 98

その他 662 724

販売費及び一般管理費合計 1,847 2,131

営業利益 2,541 2,464

営業外収益   

受取利息及び配当金 691 713

持分法による投資利益 136 13

その他 50 102

営業外収益合計 878 828

営業外費用   

支払利息 188 179

その他 89 71

営業外費用合計 277 251

経常利益 3,142 3,042
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（単位：百万円）

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) 

特別利益   

固定資産売却益 18 11

特別利益合計 18 11

特別損失   

固定資産除却損 34 48

投資有価証券評価損 － 106

貸倒引当金繰入額 148 －

特別損失合計 183 155

税金等調整前四半期純利益 2,978 2,898

法人税、住民税及び事業税 847 757

法人税等調整額 156 271

法人税等合計 1,003 1,028

少数株主損益調整前四半期純利益 1,974 1,870

少数株主利益 91 61

四半期純利益 1,882 1,808
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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：百万円）

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 1,974 1,870

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △207 △2,350

為替換算調整勘定 339 1,095

持分法適用会社に対する持分相当額 11 39

その他の包括利益合計 142 △1,215

四半期包括利益 2,116 655

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,001 524

少数株主に係る四半期包括利益 115 130
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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 2,978 2,898

減価償却費 1,471 1,622

のれん償却額 26 98

引当金の増減額（△は減少） △107 △451

受取利息及び受取配当金 △691 △713

支払利息 188 179

持分法による投資損益（△は益） △136 △13

固定資産売却損益（△は益） △18 △11

固定資産除却損 34 48

投資有価証券評価損益（△は益） － 106

売上債権の増減額（△は増加） △290 51

仕入債務の増減額（△は減少） 202 △291

その他 △356 534

小計 3,299 4,060

利息及び配当金の受取額 711 719

利息の支払額 △297 △299

災害損失の支払額 △22 －

法人税等の支払額 △1,472 △1,965

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,218 2,514

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △5,694 △620

定期預金の払戻による収入 8,600 6,229

有形固定資産の取得による支出 △614 △6,716

有形固定資産の売却による収入 50 14

無形固定資産の取得による支出 △51 △340

投資有価証券の取得による支出 △7 △19

子会社株式の取得による支出 △239 －

貸付けによる支出 △47 △47

貸付金の回収による収入 21 220

その他 290 △741

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,308 △2,020

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 2,662 3,062

短期借入金の返済による支出 △2,511 △2,849

長期借入れによる収入 30 12,240

長期借入金の返済による支出 △352 △20,410

配当金の支払額 △840 △1,011

その他 △34 △31

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,046 △9,000

現金及び現金同等物に係る換算差額 185 530

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,666 △7,977

現金及び現金同等物の期首残高 15,249 22,703

現金及び現金同等物の四半期末残高 18,915 14,726
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  該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。   

   

Ⅰ 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） 

 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報  

（単位：百万円）

（注）１．セグメント利益の調整額 百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用 百万

円が含まれている。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社及び一部の連結子会社の管

理部門に係る費用である。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。 
  

Ⅱ 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） 

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報  

（単位：百万円）

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額 百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

百万円が含まれている。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社及び一部の連結子

会社の管理部門に係る費用である。 

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

（報告セグメントの変更） 

 当社は、海運事業を営むWestwood Shipping Lines,Inc.を連結子会社とし、前第４四半期連結会計期間か

ら、新たに海運事業を開始したことに伴い、同会計期間から「海運事業」を報告セグメントに追加している。

（有形固定資産の減価償却方法の変更） 

 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に記載のとおり、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から、平成24年４月１日以後に取得した定率法を採用

している有形固定資産の減価償却の方法について、改正後の法人税法に基づく定率法に変更している。 

 これによる報告セグメントごとの損益への影響は軽微である。  

（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

（６）セグメント情報等

  

報告セグメント
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

物流事業 不動産事業 計

営業収益           

外部顧客への営業収益  31,696  2,318  34,015  －  34,015

セグメント間の内部営業収益 
又は振替高  2  96  99  △99  －

計  31,698  2,415  34,114  △99  34,015

セグメント利益  2,126  1,394  3,521  △979  2,541

△979 △939

  

報告セグメント
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

物流事業 海運事業 不動産事業 計

営業収益             

外部顧客への営業収益  30,761  5,733  2,355  38,850  －  38,850

セグメント間の内部営業収益 
又は振替高  119  46  100  267  △267  －

計  30,880  5,780  2,456  39,117  △267  38,850

セグメント利益又は損失（△）  2,037  △40  1,389  3,386  △921  2,464

△921

△970
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