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1. 平成23年11月期第3四半期の連結業績（平成22年12月1日～平成23年8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 ％

23年11月期第3四半期 3,515 △7.5 419 △9.9 384 △6.3 107 △54.4
22年11月期第3四半期 3,800 △0.3 466 30.6 410 32.3 234 54.3

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

23年11月期第3四半期 7 .34 －
22年11月期第3四半期 16 .10 －

 (2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

23年11月期第3四半期 13,608 6,941 50.8 473 .80

22年11月期 14,335 6,950 48.3 474 .47

(参考) 自己資本 23年11月期第3四半期 6,911百万円  22年11月期 6,920百万円

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

22年11月期 － 0 .00 － 7 .00 7 .00

23年11月期 － 0 .00 －

23年11月期(予想) 7 .00 7 .00

3. 平成23年11月期の連結業績予想（平成22年12月1日～平成23年11月30日）
(％表示は、対前期増減率)

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 4,616 △7.8 531 △8.2 471 △6.1 163 △43.0 11 .17



  

 
(注)当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(注)簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

 
(注)「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に

係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  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

ます。 

  

  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等については、【添付資料】P.3「1. (3)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（詳細は、【添付資料】P.3「2. その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ①会計基準等の改正に伴う変更 有

 ②①以外の変更 無

①期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年11月期3Ｑ 14,600,000株     22年11月期 14,600,000株

②期末自己株式数 23年11月期3Ｑ 13,747株     22年11月期 13,411株

③期中平均株式数（四半期累計） 23年11月期3Ｑ 14,586,487株  22年11月期3Ｑ 14,587,266株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び「セグメント情報等の

開示に関する会計基準の適用指針」を適用しておりますが、前第３四半期連結累計期間における事業の種

類別セグメントと当第３四半期連結累計期間の報告セグメントが同一のため、前年同期比を記載しており

ます。 
  

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジアを中心とした新興国の経済成長をもとに企業

収益に改善の兆しがみられたものの、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響により、生産の停

滞・個人消費の低迷など厳しい状況で推移いたしました。 

この様な経済環境の下、当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高が前年同期

比284百万円(7.5％)減の3,515百万円、営業利益は前年同期比46百万円(9.9％)減の419百万円、経常利益

は前年同期比26百万円(6.3％)減の384百万円、四半期純利益は前年同期比127百万円(54.4％)減の107百万

円となりました。 

セグメント別の業績は、次の通りであります。 

物流事業の売上高は保管料、荷役料、貸庫料、運送料の減少により前年同期比229百万円減の3,256百万

円、セグメント利益（営業利益）は前年同期比42百万円減の618百万円となりました。 

不動産事業の売上高は不動産賃貸料、雑収入の減少により前年同期比55百万円減の259百万円、セグメ

ント利益（営業利益）は前年同期比21百万円減の123百万円となりました。 

当第３四半期連結累計期間における主な減収要因は、東日本大震災の影響による保管料、荷役料、運送

料の減少と、主力貸倉庫のテナント入替えによる売上高の減少によるものです。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末における財政状態は、総資産が前期末比726百万円減少し13,608百万円

となりました。負債は前期末比717百万円減少し6,667百万円、純資産は前期末比9百万円減少し6,941百

万円となり、この結果自己資本比率は50.8％となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は70百万円となり期首残高に比べ20

百万円増加となりました。 

（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193百万円、減価償却費343百万円、災害損失及び災害損失引当金の増加

267百万円、法人税等の支払い91百万円、その他負債の減少108百万円などにより営業活動によるキャ

ッシュ・フローは490百万円の増加となりました。 

（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売却による収入514百万円、貸付金の回収に

よる収入30百万円となり、有形固定資産の取得による支出93百万円等があったものの473百万円の増

加となりました。 

（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・フローは短期借入金が874百万円減少し、長期借入れによる収入500百

万円、長期借入金の返済による支出467百万円、配当金の支払101百万円により943百万円の減少とな

りました。 

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
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当第３四半期連結累計期間の業績は概ね予想どおりに推移しており、通期業績予想に変更はありませ

ん。 

  

  

該当事項はありません。 

  

① 簡便な会計処理 

固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の

額を期間按分して算定する方法によっております。 

  

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用の計算 

税金費用については、当第３四半期連結累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。 

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果になる場合には、

法定実効税率を使用する方法によっております。 

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。 

  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用  

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年

３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20

年３月31日）を適用しております。 

これにより、税金等調整前四半期純利益は10百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開

始による資産除去債務の変動額は10百万円であります。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 70,224 49,277

受取手形及び営業未収入金 300,082 327,988

繰延税金資産 50,027 50,027

その他 125,764 88,876

流動資産合計 546,099 516,169

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,142,042 5,347,287

機械装置及び運搬具（純額） 218,063 232,303

土地 6,133,249 6,572,536

建設仮勘定 － 1,645

その他（純額） 202,211 222,854

有形固定資産合計 11,695,567 12,376,628

無形固定資産

借地権 995 995

その他 26,175 28,014

無形固定資産合計 27,170 29,009

投資その他の資産

投資有価証券 669,423 694,476

従業員に対する長期貸付金 10,714 11,638

差入保証金 433,435 443,004

会員権 13,703 20,703

繰延税金資産 175,619 176,397

その他 37,123 72,191

貸倒引当金 － △4,600

投資その他の資産合計 1,340,019 1,413,811

固定資産合計 13,062,757 13,819,449

資産合計 13,608,856 14,335,619
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年11月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金 92,435 112,508

短期借入金 1,883,690 2,803,583

未払金 40,941 45,816

未払費用 48,430 115,572

未払法人税等 29,590 48,680

未払消費税等 21,420 16,778

前受金 186,011 189,160

賞与引当金 27,987 －

災害損失引当金 175,055 －

その他 10,924 10,460

流動負債合計 2,516,488 3,342,560

固定負債

長期借入金 2,949,593 2,871,533

退職給付引当金 225,422 214,832

役員退職慰労引当金 231,136 214,549

長期預り保証金 734,021 740,405

その他 10,819 1,305

固定負債合計 4,150,994 4,042,624

負債合計 6,667,482 7,385,185

純資産の部

株主資本

資本金 2,527,600 2,527,600

資本剰余金 2,046,936 2,046,936

利益剰余金 2,355,201 2,350,201

自己株式 △2,900 △2,845

株主資本合計 6,926,837 6,921,891

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △15,814 △972

評価・換算差額等合計 △15,814 △972

少数株主持分 30,351 29,514

純資産合計 6,941,373 6,950,433

負債純資産合計 13,608,856 14,335,619
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(2) 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21年12月１日
至 平成22年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年12月１日
至 平成23年８月31日)

売上高 3,800,166 3,515,841

売上原価 2,865,565 2,661,353

売上総利益 934,600 854,487

販売費及び一般管理費 468,415 434,679

営業利益 466,184 419,808

営業外収益

受取利息 910 671

受取配当金 10,591 10,966

補助金収入 1,000 600

その他 1,579 7,678

営業外収益合計 14,081 19,916

営業外費用

支払利息 69,530 54,998

営業外費用合計 69,530 54,998

経常利益 410,735 384,725

特別利益

有形固定資産売却益 3,798 74,667

受取和解金 － 17,500

貸倒引当金戻入額 － 4,600

その他 － 2,650

特別利益合計 3,798 99,417

特別損失

有形固定資産除却損 89 385

有形固定資産売却損 450 －

会員権評価損 4,000 －

貸倒損失 3,000 －

災害による損失 － 267,739

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,819

その他 － 11,500

特別損失合計 7,539 290,444

税金等調整前四半期純利益 406,994 193,699

法人税等 170,574 85,755

少数株主損益調整前四半期純利益 － 107,943

少数株主利益 1,566 836

四半期純利益 234,854 107,106
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日
至 平成22年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年12月１日
至 平成23年８月31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 406,994 193,699

減価償却費 354,481 343,706

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △4,600

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,023 10,590

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △29,269 16,587

災害損失引当金の増減額（△は減少） － 175,055

賞与引当金の増減額（△は減少） 30,027 27,987

受取利息及び受取配当金 △11,501 △11,637

支払利息 69,530 54,998

保険返戻金 － △230

有形固定資産売却損益（△は益） △3,348 △74,667

有形固定資産除却損 89 385

会員権評価損 4,000 －

貸倒損失 3,000 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,819

災害損失 － 92,683

売上債権の増減額（△は増加） 7,426 25,561

その他の資産の増減額（△は増加） 3,853 △35,211

仕入債務の増減額（△は減少） △6,902 △20,073

未収消費税等の増減額（△は増加） － △573

未払消費税等の増減額（△は減少） △34,012 5,046

その他の負債の増減額（△は減少） △153,880 △108,827

小計 648,512 701,299

利息及び配当金の受取額 11,501 11,637

利息の支払額 △64,430 △54,357

災害損失の支払額 － △76,483

法人税等の支払額 △298,168 △91,307

法人税等の還付額 7,982 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 305,397 490,788
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日
至 平成22年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年12月１日
至 平成23年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △111,602 △93,175

有形固定資産の売却による収入 245,935 514,466

無形固定資産の取得による支出 △1,200 －

貸付金の回収による収入 4,157 30,933

貸付けによる支出 － △970

差入保証金の差入による支出 △50,225 －

差入保証金の回収による収入 23,077 9,569

長期前払費用の取得による支出 △2,783 －

その他の支出 △10 △10

その他の収入 － 13,106

投資活動によるキャッシュ・フロー 107,349 473,920

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 204,590 △874,552

長期借入れによる収入 － 500,000

長期借入金の返済による支出 △487,505 △467,280

自己株式の取得による支出 △205 △55

配当金の支払額 △101,891 △101,874

財務活動によるキャッシュ・フロー △385,011 △943,761

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 27,735 20,946

現金及び現金同等物の期首残高 60,954 49,277

現金及び現金同等物の四半期末残高 88,690 70,224
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間 (自 平成21年12月１日 至 平成22年８月31日) 

 
(注) １ 事業区分は、当社グループにおける事業別収入区分によっております。 

２ 各事業の主な業務 

(1)物流事業・・・・倉庫業務、一般貨物自動車運送業務、運送取次業務 

(2)不動産事業・・・不動産の造成、売買、不動産仲介業務、マンション、オフィスビル等の賃貸業務 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間 (自 平成21年12月１日 至 平成22年８月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

前第３四半期連結累計期間 (自 平成21年12月１日 至 平成22年８月31日) 

当社及び連結子会社２社は、全て本邦内にて取引をしているため該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(単位：千円)

項  目 物流事業 不動産事業 合 計 消去又は全社 連 結

    売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 3,485,372 314,794 3,800,166 ― 3,800,166

(2) セグメント間の内部売上 
  高又は振替高

― ― ― ― ―

    売上高計 3,485,372 314,794 3,800,166 ― 3,800,166

    営業費用 2,823,518 170,227 2,993,745 340,235 3,333,981

    営業利益 661,853 144,566 806,420 (340,235) 466,184
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【セグメント情報】 

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。 

当社グループは、営業所・不動産部及び連結子会社を拠点とし事業活動を行っており、業務の内容、

役務の提供方法ならびに類似性に基づき事業を集約し「物流事業」と「不動産事業」の２つを報告セグ

メントとしております。 

  

各事業の主要な業務は以下のとおりです。 

(1)物流事業・・・・倉庫業務、一般貨物自動車運送業務、運送取次業務 

(2)不動産事業・・・不動産の造成、売買、仲介及び管理、コンサルテーション業務、マンション、

オフィスビル等の賃貸業務 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間 (自 平成22年12月１日 至 平成23年８月31日) 

 
(注) １ セグメント利益の調整額△322,644千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。な

お、全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

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おります。 

  

(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  

平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第20号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(単位：千円)

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

売上高

  外部顧客への売上高 3,256,232 259,608 3,515,841 ― 3,515,841

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,256,232 259,608 3,515,841 ― 3,515,841

セグメント利益 618,925 123,526 742,452 △322,644 419,808

(6) 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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