
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

     

   

 

       

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

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）
（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 20,745 △11.9 884 △41.8 824 △40.8 614 △20.7
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

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 249百万円( △52.4％) 24年３月期第１四半期 524百万円( 971.3％)

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 6.99 ―     
24年３月期第１四半期 8.81 ―     

（２）連結財政状態

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 139,922 22,640 15.8
24年３月期 140,425 22,753 15.8

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 22,141百万円 24年３月期 22,251百万円

２．配当の状況

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 ― 4.00 4.00
25年３月期 ―

25年３月期(予想) 0.00 ― 5.00 5.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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) 42,000 △9.7 600 △65.5 200 △85.9 100 △86.9 1.14
通期 100,000 △6.3 3,500 △20.3 2,600 △28.4 1,500 11.2 17.04

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期１Ｑ 107,301,583株 24年３月期 107,301,583株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 19,277,280株 24年３月期 19,276,725株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 88,024,633株 24年３月期１Ｑ 88,042,199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、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。
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当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、震災復興需要やエコカー補助金等の政策効果により内需

が堅調に推移し、生産や輸出、個人消費などにも持ち直しの動きが見られました。 

 このような状況の中、当社グループにおいては、事業バランスの再構築を進めた影響もあり、不動産

業が減収となりました。また、石油製品販売業及びレジャー・サービス業も減収となりましたが、運輸

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20,745百万円（前年同四半期比2,790百

万円、11.9％減）となり、営業利益は884百万円（同634百万円、41.8％減）、経常利益は824百万円

（同566百万円、40.8％減）、四半期純利益は614百万円（同160百万円、20.7％減）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末（平成24年6月30日現在）における財政状態は、総資産は有形固定資産

の減価償却等により139,922百万円（前連結会計年度末比502百万円減）となりました。また、負債は支

払手形・買掛金の減少等により117,282百万円（前連結会計年度末比389百万円減）となりました。一

方、純資産はその他有価証券評価差額金の減少等により22,640百万円（前連結会計年度末比113百万円

減）となりました。 

  

欧州債務危機などにより国内景気が下押しされるリスクがありますが、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24年5月7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） 

当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。  

  

（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。この変更による当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益へ

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

（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 3,322,725 3,310,773

受取手形及び売掛金 4,686,409 4,351,270

商品及び製品 1,245,196 1,271,324

販売用不動産 33,595,763 36,407,328

仕掛品 328,294 563,613

原材料及び貯蔵品 231,230 206,232

その他 5,594,032 2,792,110

貸倒引当金 △49,761 △34,202

流動資産合計 48,953,890 48,868,451

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 30,228,710 29,719,668

土地 41,671,194 41,671,606

その他（純額） 4,971,801 5,259,412

有形固定資産合計 76,871,706 76,650,688

無形固定資産

のれん 172 89

その他 495,501 512,893

無形固定資産合計 495,673 512,982

投資その他の資産

その他 14,155,117 13,941,488

貸倒引当金 △50,881 △50,903

投資その他の資産合計 14,104,236 13,890,584

固定資産合計 91,471,616 91,054,255

資産合計 140,425,507 139,922,706

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,350,388 2,101,784

短期借入金 19,625,000 21,635,000

1年内返済予定の長期借入金 23,843,315 22,334,992

未払法人税等 673,942 398,623

賞与引当金 983,382 1,540,646

引当金 991,834 990,397

その他 9,661,158 10,342,958

流動負債合計 60,129,022 59,344,402

固定負債

長期借入金 34,787,682 35,087,509

退職給付引当金 1,802,158 1,917,364

引当金 230,662 230,662

資産除去債務 68,877 69,247

負ののれん 57,561 29,770

長期預り保証金 15,522,798 15,573,165

その他 5,073,008 5,030,547

固定負債合計 57,542,748 57,938,266

負債合計 117,671,771 117,282,669
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 3,000,000 3,000,000

資本剰余金 8,216,948 8,216,948

利益剰余金 8,687,265 8,946,704

自己株式 △2,468,734 △2,468,866

株主資本合計 17,435,480 17,694,785

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,072,543 2,796,485

繰延ヘッジ損益 58,436 △34,529

土地再評価差額金 1,685,229 1,685,229

その他の包括利益累計額合計 4,816,209 4,447,185

少数株主持分 502,045 498,065

純資産合計 22,753,735 22,640,037

負債純資産合計 140,425,507 139,922,706
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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)

営業収益 23,536,160 20,745,209

営業費用

運輸業等営業費及び売上原価 17,439,761 15,515,054

販売費及び一般管理費 4,577,607 4,345,737

営業費用合計 22,017,368 19,860,791

営業利益 1,518,792 884,418

営業外収益

受取配当金 152,639 140,345

負ののれん償却額 35,388 27,707

その他 36,784 66,648

営業外収益合計 224,811 234,702

営業外費用

支払利息 320,740 278,901

その他 31,753 16,040

営業外費用合計 352,493 294,941

経常利益 1,391,110 824,178

特別利益

固定資産受贈益 － 180

投資有価証券売却益 － 300

その他 － 73

特別利益合計 － 553

特別損失

固定資産処分損 10,642 69,609

投資有価証券評価損 56,243 41,988

その他 4,191 1,026

特別損失合計 71,078 112,623

税金等調整前四半期純利益 1,320,032 712,109

法人税等 536,352 93,699

少数株主損益調整前四半期純利益 783,679 618,409

少数株主利益 8,366 3,448

四半期純利益 775,313 614,961
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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 783,679 618,409

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △227,491 △273,441

繰延ヘッジ損益 △29,454 △92,965

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,483 △2,616

その他の包括利益合計 △259,428 △369,023

四半期包括利益 524,250 249,385

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 515,884 245,937

少数株主に係る四半期包括利益 8,366 3,448
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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） 

  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24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

  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

（５）重要な後発事象
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