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

24年3月期第1四半期 23,536 4.6 1,518 46.7 1,391 60.1 775 34.8
23年3月期第1四半期 22,510 △5.6 1,035 △33.7 868 △35.5 575 △31.5

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 524百万円 （971.3％） 23年3月期第1四半期 48百万円 （―％）

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1四半期 8.81 ―
23年3月期第1四半期 6.53 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 146,511 20,693 13.8
23年3月期 146,385 20,440 13.6
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  20,207百万円 23年3月期  19,958百万円

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 4.00 4.00

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、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   

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) 46,000 △4.4 700 △51.3 200 △81.2 0 △100.0 ―
通期 105,000 △2.9 4,000 11.2 2,800 5.8 1,400 △5.8 15.90



(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 

(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、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、四半期
決算短信（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。 

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1Q 107,301,583 株 23年3月期 107,301,583 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 19,259,653 株 23年3月期 19,259,109 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 88,042,199 株 23年3月期1Q 88,049,730 株
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当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災の影響により生産活動が大きく低下し、ま

た、消費者マインドも悪化するなど、依然として厳しい状況で推移しました。 

 このような状況の中、当社グループにおいては、震災の影響もあり運輸業及びレジャー・サービス業

では減収となりましたが、不動産業、石油製品販売業及び生活用品販売業では増収となりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、営業収益は23,536百万円（前年同四半期比1,025百

万円、4.6％増）となり、営業利益は1,518百万円（前年同四半期比483百万円、46.7％増）、経常利益

は1,391百万円（前年同四半期比522百万円、60.1％増）、四半期純利益は775百万円（前年同四半期比

200百万円、34.8％増）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末（平成23年6月30日現在）における財政状態は、総資産は賃貸事業用土

地の新規取得等により146,511百万円（前連結会計年度末比126百万円増）となりました。また、負債は

長期借入金の減少等により125,818百万円（前連結会計年度末比126百万円減）となりました。一方、純

資産は利益剰余金の増加等により20,693百万円（前連結会計年度末比252百万円増）となりました。 

  

国内景気は震災の影響により依然として厳しい状況ではありますが、当第１四半期連結累計期間の業

績結果は概ね予想どおりに推移しており、連結業績予想につきましては、現時点で平成23年5月9日に開

示いたしました内容から変更はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１．当四半期の連結業績等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 

 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。 

 なお、法人税等調整額につきましては法人税等に含めて表示しております。 

  

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４

日）を適用しております。 

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）追加情報
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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１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,890,711 3,474,999

受取手形及び売掛金 4,854,445 4,527,541

商品及び製品 1,235,507 1,262,565

販売用不動産 41,812,579 42,431,793

仕掛品 492,300 599,654

原材料及び貯蔵品 223,282 241,148

その他 3,601,700 3,643,208

貸倒引当金 △40,251 △39,109

流動資産合計 57,070,276 56,141,802

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 29,092,772 30,090,936

土地 39,928,060 41,548,553

その他（純額） 6,223,121 5,305,683

有形固定資産合計 75,243,954 76,945,173

無形固定資産

のれん 18,482 13,889

その他 562,372 544,992

無形固定資産合計 580,854 558,881

投資その他の資産

その他 13,564,023 12,937,075

貸倒引当金 △74,029 △71,750

投資その他の資産合計 13,489,993 12,865,324

固定資産合計 89,314,803 90,369,379

資産合計 146,385,079 146,511,182

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,578,887 2,587,745

短期借入金 22,425,000 25,405,000

1年内返済予定の長期借入金 13,575,062 17,399,446

未払法人税等 396,168 662,539

賞与引当金 979,162 1,549,032

引当金 943,735 926,987

その他 9,736,663 9,827,908

流動負債合計 52,634,680 58,358,658

固定負債

長期借入金 50,430,994 44,538,448

退職給付引当金 1,526,673 1,544,235

引当金 60,531 60,531

資産除去債務 67,429 67,791

負ののれん 193,087 153,106

長期預り保証金 15,536,314 15,757,087

その他 5,494,865 5,338,194

固定負債合計 73,309,895 67,459,394

負債合計 125,944,575 125,818,053

三重交通グループホールディングス㈱(3232)平成24年３月期第１四半期決算短信

-4-



(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,000,000 3,000,000

資本剰余金 8,216,911 8,216,911

利益剰余金 8,206,538 8,715,202

自己株式 △2,468,136 △2,468,256

株主資本合計 16,955,314 17,463,857

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,261,679 2,031,705

繰延ヘッジ損益 64,436 34,982

土地再評価差額金 676,932 676,932

その他の包括利益累計額合計 3,003,048 2,743,620

少数株主持分 482,141 485,651

純資産合計 20,440,503 20,693,129

負債純資産合計 146,385,079 146,511,182
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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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第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)

営業収益 22,510,176 23,536,160

営業費用

運輸業等営業費及び売上原価 16,862,687 17,439,761

販売費及び一般管理費 4,612,352 4,577,607

営業費用合計 21,475,040 22,017,368

営業利益 1,035,136 1,518,792

営業外収益

受取配当金 152,767 152,639

負ののれん償却額 35,425 35,388

その他 36,724 36,784

営業外収益合計 224,916 224,811

営業外費用

支払利息 370,231 320,740

その他 20,872 31,753

営業外費用合計 391,104 352,493

経常利益 868,949 1,391,110

特別利益

前期損益修正益 7,893 －

製品保証引当金戻入額 11,329 －

その他 18,372 －

特別利益合計 37,595 －

特別損失

固定資産処分損 55,516 10,642

投資有価証券評価損 － 56,243

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 21,141 －

その他 8,436 4,191

特別損失合計 85,093 71,078

税金等調整前四半期純利益 821,450 1,320,032

法人税等 245,904 536,352

少数株主損益調整前四半期純利益 575,546 783,679

少数株主利益 429 8,366

四半期純利益 575,116 775,313
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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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 575,546 783,679

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △453,796 △227,491

繰延ヘッジ損益 △73,645 △29,454

持分法適用会社に対する持分相当額 831 △2,483

その他の包括利益合計 △526,609 △259,428

四半期包括利益 48,936 524,250

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 48,506 515,884

少数株主に係る四半期包括利益 429 8,366
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当第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） 

  該当事項はありません。 

  

当第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） 

  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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