
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

     

 

     

   

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12月31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３四半期 65,049 △9.0 2,126 △34.4 1,851 △31.4 1,136 △19.5
24年３月期第３四半期 71,484 △3.2 3,243 24.1 2,699 39.2 1,411 16.4

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 1,310百万円( △34.9％) 24年３月期第３四半期 2,013百万円( 98.2％)

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３四半期 12.92 ―
24年３月期第３四半期 16.03 ―

（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３四半期 155,201 24,920 14.9
24年３月期 140,425 22,753 15.8

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 23,175百万円 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 ―      0.00 ―     

25年３月期(予想) 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

通期 104,000 △2.6 3,500 △20.3 2,700 △25.6 1,600 18.6 18.20

(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

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 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３Ｑ 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３Ｑ 19,397,573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３Ｑ 87,983,668株 24年３月期３Ｑ 88,041,663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おりません。

※ 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３四半期連結累計期間のわが国経済は、震災復興需要などから内需は堅調に推移しましたが、海

外経済の減速した状態が続き、輸出や生産は減少傾向となりました。 

 このような状況の中、当社グループにおいては、運輸業の貸切バス部門では、前年同時期に震災の影

響で受注が落ち込んだ反動や「ぎふ清流国体」輸送特需もあり増収となりました。また、流通業では、

三重いすゞ自動車㈱が連結子会社となった影響により増収となりました。一方、不動産業の分譲部門で

は、主にマンション分譲における供給戸数の減少などにより、また、レジャー・サービス業の旅行部門

では、三重交通㈱に吸収合併となった三交旅行㈱分が減少し、それぞれ減収となりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、営業収益は65,049百万円（前年同四半期比6,435百

万円、9.0％減）となり、営業利益は2,126百万円（同1,116百万円、34.4％減）、経常利益は1,851百万

円（同848百万円、31.4％減）、四半期純利益は1,136百万円（同274百万円、19.5％減）となりまし

た。 

  

当第３四半期連結会計期間末（平成24年12月31日現在）における財政状態は、総資産は販売用不動産

の増加等により155,201百万円（前連結会計年度末比14,775百万円増）となりました。また、負債は短

期借入金の増加等により130,280百万円（前連結会計年度末比12,608百万円増）となりました。一方、

純資産は三重いすゞ自動車㈱の連結子会社化による少数株主持分の増加等により24,920百万円（前連結

会計年度末比2,167百万円増）となりました。 

  

日本経済の先行きは不透明な状況が続いておりますが、当第３四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、通期の連結業績予想につきましては、現時点で平成24年11月8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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当社グループの結束を固め、三重いすゞ自動車㈱の経営基盤強化等を図るため、同社を当第３四半期

連結会計期間より連結の範囲に含めております。 

  

（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、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３四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３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,322,725 3,560,713

受取手形及び売掛金 4,686,409 6,846,378

商品及び製品 1,245,196 2,075,313

販売用不動産 33,595,763 40,305,740

仕掛品 328,294 852,839

原材料及び貯蔵品 231,230 218,201

その他 5,594,032 3,039,907

貸倒引当金 △49,761 △63,472

流動資産合計 48,953,890 56,835,622

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 30,228,710 31,282,529

土地 41,671,194 46,256,945

その他（純額） 4,971,801 5,095,327

有形固定資産合計 76,871,706 82,634,802

無形固定資産

のれん 172 －

その他 495,501 488,131

無形固定資産合計 495,673 488,131

投資その他の資産

その他 14,155,117 15,389,002

貸倒引当金 △50,881 △146,536

投資その他の資産合計 14,104,236 15,242,465

固定資産合計 91,471,616 98,365,400

資産合計 140,425,507 155,201,022

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,350,388 4,349,420

短期借入金 19,625,000 33,175,000

1年内返済予定の長期借入金 23,843,315 23,982,516

未払法人税等 673,942 547,826

引当金 1,975,217 1,486,859

その他 9,661,158 12,394,147

流動負債合計 60,129,022 75,935,770

固定負債

長期借入金 34,787,682 29,345,693

退職給付引当金 1,802,158 2,704,011

引当金 230,662 230,662

資産除去債務 68,877 245,207

負ののれん 57,561 －

長期預り保証金 15,522,798 15,902,285

その他 5,073,008 5,916,591

固定負債合計 57,542,748 54,344,451

負債合計 117,671,771 130,280,221
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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３四半期連結会計期間
(平成24年12月31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 8,242,073

利益剰余金 8,687,265 9,460,767

自己株式 △2,468,734 △2,483,339

株主資本合計 17,435,480 18,219,501

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 3,229,075

繰延ヘッジ損益 58,436 33,720

土地再評価差額金 1,685,229 1,693,049

その他の包括利益累計額合計 4,816,209 4,955,845

少数株主持分 502,045 1,745,454

純資産合計 22,753,735 24,920,800

負債純資産合計 140,425,507 155,201,022
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

営業収益 71,484,922 65,049,217

営業費用

運輸業等営業費及び売上原価 54,538,049 49,146,489

販売費及び一般管理費 13,703,757 13,776,171

営業費用合計 68,241,807 62,922,660

営業利益 3,243,114 2,126,556

営業外収益

受取配当金 185,170 188,679

負ののれん償却額 93,965 57,389

その他 149,433 305,185

営業外収益合計 428,569 551,254

営業外費用

支払利息 948,654 806,070

その他 23,049 20,664

営業外費用合計 971,703 826,735

経常利益 2,699,980 1,851,075

特別利益

負ののれん発生益 － 612,302

その他 23,787 74,098

特別利益合計 23,787 686,400

特別損失

退職給付費用 168,192 485,260

その他 182,254 209,824

特別損失合計 350,447 695,084

税金等調整前四半期純利益 2,373,320 1,842,391

法人税等 917,996 664,123

少数株主損益調整前四半期純利益 1,455,324 1,178,268

少数株主利益 43,577 41,423

四半期純利益 1,411,746 1,136,844
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,455,324 1,178,268

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 241,773 158,451

土地再評価差額金 406,612 －

繰延ヘッジ損益 △90,861 △24,716

持分法適用会社に対する持分相当額 1,054 △1,920

その他の包括利益合計 558,579 131,815

四半期包括利益 2,013,903 1,310,083

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,970,326 1,268,659

少数株主に係る四半期包括利益 43,577 41,423
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  該当事項はありません。 

  

  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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