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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 6,635 4.0 360 0.2 360 2.7 176 △7.8
24年3月期第1四半期 6,379 7.7 359 30.6 350 25.4 191 161.1

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 148百万円 （△25.0％） 24年3月期第1四半期 197百万円 （95.3％）

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 16.37 ―
24年3月期第1四半期 17.75 ―

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 33,129 12,034 36.0
24年3月期 33,504 11,951 35.4
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  11,936百万円 24年3月期  11,856百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 6.00 ― 6.00 12.00

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   

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) 13,000 2.5 680 0.1 650 △1.3 320 △11.8 29.73
通期 27,000 6.0 1,410 2.1 1,340 1.3 670 1.3 62.25



(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）詳細につきましては、四半期決算短信（添付資料）３ページ「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）詳細につきましては、四半期決算短信（添付資料）３ページ「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正開示」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、四半期財務諸表に対する
四半期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って異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項については、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。 

※  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 11,654,360 株 24年3月期 11,654,360 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 890,848 株 24年3月期 890,848 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 10,763,512 株 24年3月期1Q 10,764,067 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興関連需要などを背景に設備投資や個人消費の

緩やかな増加も見受けられましたが、欧州の債務危機や歴史的な円高の継続、夏場の電力不足懸念等により先行き

は不透明な状況で推移いたしました。 

 物流業界におきましては、取扱量の減少傾向が継続し、更に規制緩和による競争激化、運賃水準の低落傾向、安

全対策の規制強化、環境問題への対応等取巻く経営環境は、依然、厳しい状況が続きました。  

  このような状況の中、当社グループは主力業務であります物流センター業務代行、流通加工業務に注力し新規顧

客の獲得に向け努力してまいりました。また、株式会社ペガサスグローバルエクスプレスを核として本格的な国際

物流事業への進出に向けて体制整備に注力する等、グループが一丸となって新規顧客の獲得に努力してまいりまし

た。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の営業収益は66億35百万円（前年同四半期比4.0％増）となり、営業利

益は３億60百万円（前年同四半期比0.2％増）、経常利益は３億60百万円（前年同四半期比2.7％増）、四半期純利

益は１億76百万円（前年同四半期比7.8％減）となりました。  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（流動資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、84億93百万円（前連結会計年度末は97億18百万円）と

なり、12億24百万円減少しました。受託現金の減少10億81百万円、受取手形及び営業未収金の減少99百万円が主な

要因です。  

（固定資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、246億35百万円（前連結会計年度末は237億85百万円）

となり、８億49百万円増加しました。宮城県名取市の「南東北物流センター」の新設に伴い土地を取得したことに

よる増加３億83百万円、大阪府堺市に建設中の「堺物流センター」の工事費を建設仮勘定に計上したことによる増

加５億93百万円が主な要因です。 

（流動負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、136億85百万円（前連結会計年度末は147億71百万円）

となり、10億86百万円減少しました。短期借入金の増加２億44百万円、未払法人税等の減少３億４百万円、預り金

の減少10億56百万円が主な要因です。 

（固定負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、74億８百万円（前連結会計年度末は67億81百万円）と

なり、６億27百万円増加しました。長期借入金の増加６億62百万円が主な要因です。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、120億34百万円（前連結会計年度末は119億51百万円）と

なり、83百万円増加しました。利益剰余金が１億11百万円増加し、その他有価証券評価差額金が30百万円減少した

ことが主な要因です。  

  この結果、自己資本比率は0.6ポイント上昇し36.0％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は、概ね計画通りに推移しており、前回発表（平成24年５月14日付）の

業績予想に変更はありません。 

 なお、業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、様々な不確定

要素や今後の業況等により、実際の業績とは異なる場合があります。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

   該当事項はありません。 

    

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

   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金等調整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、税金等調整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。 

  なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

    

（３）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。 

  なお、これによる当第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
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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 1,958,203 1,937,534

受託現金 4,354,559 3,272,795

受取手形及び営業未収金 2,913,716 2,814,581

商品 157,214 141,490

貯蔵品 18,680 17,819

その他 324,252 316,576

貸倒引当金 △7,707 △6,824

流動資産合計 9,718,917 8,493,972

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,572,310 6,471,052

土地 14,142,805 14,526,130

その他（純額） 1,211,670 1,829,242

有形固定資産合計 21,926,786 22,826,424

無形固定資産 470,369 452,793

投資その他の資産 1,388,578 1,355,923

固定資産合計 23,785,734 24,635,141

資産合計 33,504,651 33,129,113

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 1,671,241 1,618,720

短期借入金 6,730,204 6,974,300

未払法人税等 464,117 159,491

預り金 4,510,288 3,453,915

賞与引当金 193,148 88,618

その他 1,202,860 1,390,245

流動負債合計 14,771,861 13,685,293

固定負債   

長期借入金 4,761,946 5,424,207

退職給付引当金 799,080 802,084

役員退職慰労引当金 394,869 396,086

資産除去債務 25,016 25,147

その他 800,465 761,321

固定負債合計 6,781,378 7,408,846

負債合計 21,553,239 21,094,139
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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 1,772,784 1,772,784

資本剰余金 1,628,008 1,628,008

利益剰余金 8,684,760 8,796,415

自己株式 △330,547 △330,547

株主資本合計 11,755,005 11,866,660

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 101,202 70,255

その他の包括利益累計額合計 101,202 70,255

少数株主持分 95,204 98,058

純資産合計 11,951,412 12,034,974

負債純資産合計 33,504,651 33,129,113
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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 6,379,165 6,635,716

営業原価 5,653,877 5,890,240

営業総利益 725,287 745,476

販売費及び一般管理費   

役員報酬 86,253 76,563

給料及び手当 95,395 110,108

賞与引当金繰入額 11,199 13,885

退職給付費用 4,925 2,522

役員退職慰労引当金繰入額 5,935 6,129

その他 162,200 176,154

販売費及び一般管理費合計 365,908 385,364

営業利益 359,379 360,111

営業外収益   

受取利息 861 655

受取配当金 13,304 15,567

その他 10,043 12,383

営業外収益合計 24,209 28,605

営業外費用   

支払利息 31,896 27,559

その他 834 790

営業外費用合計 32,730 28,349

経常利益 350,858 360,367

特別利益   

固定資産売却益 2,792 1,401

特別利益合計 2,792 1,401

特別損失   

固定資産除売却損 1,192 867

特別損失合計 1,192 867

税金等調整前四半期純利益 352,459 360,901

法人税等 160,167 181,683

少数株主損益調整前四半期純利益 192,292 179,218

少数株主利益 1,196 2,982

四半期純利益 191,095 176,235
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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 192,292 179,218

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 3,466 △30,947

繰延ヘッジ損益 1,821 －

その他の包括利益合計 5,287 △30,947

四半期包括利益 197,580 148,271

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 196,369 145,288

少数株主に係る四半期包括利益 1,210 2,982
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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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