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２．配当の状況 
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  （百万円未満切捨て）

（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２四半期 20,633  0.5 945  △10.3 1,069  △6.2  565  △6.6

24年3月期第２四半期 20,522  15.1  1,054  33.7  1,139 24.5  605 62.6 

（注）  包括利益 25年3月期第２四半期 414百万円 (Δ18.9％) 24年3月期第２四半期 511百万円 (161.1％)

  
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２四半期  22  64 ― 

24年3月期第２四半期  23  95 ― 

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年3月期第２四半期 35,454 26,962  74.9

24年3月期 35,238 26,948 75.4 

（参考）自己資本 25年3月期第２四半期 26,549百万円 24年3月期 26,576百万円 

  
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 ―  10 00 ―      10 00 20 00 

25年3月期 ―      10 00       

25年3月期（予想）   ―      7 50 17 50 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 有

  （％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 40,500  △2.2 1,900  △8.4 2,200  △1.1 1,100  △3.1 44 02 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※ 注記事項 

   新規    1社 (社名) PT.ISEWAN INDONESIA 、除外    ─社  (社名)  

 （注）詳細は、P.2「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」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）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細 
    は、P.2「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再 
    表示」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報告書の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報告書のレビュー手続を実施しています。 

  

※  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および合理的であると判

断する一定の資料に基づいており、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。 

  

  

（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）： 有     

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

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２Ｑ 27,487,054株 24年3月期 27,487,054株

②  期末自己株式数 25年3月期２Ｑ 2,612,226株 24年3月期 2,212,578株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期２Ｑ 24,990,095株 24年3月期２Ｑ 25,290,656株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の復興需要などを背景に緩やかな回復基調に

ありましたが、欧州債務危機の問題やアジアを中心とした新興国の成長鈍化などの景気下振れ懸念等により、依然

として先行きは不透明な状況が続きました。 

このような環境のもと、名古屋港における物流業界の輸出入貨物の荷動きにおきましては、生産活動の持ち直し

等に伴い堅調に推移しておりましたが、期間の終盤にかけては世界景気の減速を背景に不安定な荷動きとなりまし

た。  

この間、当社グループは営業活動に鋭意努力を重ね、当第２四半期連結累計期間の売上高は206億3千3百万円

（前年同期比0.5％増）となりました。 

利益面におきましては、営業利益は9億4千5百万円（前年同期比10.3％減）、経常利益は10億6千9百万円（前年

同期比6.2％減）、四半期純利益は5億6千5百万円（前年同期比6.6％減）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保及び健全なバランスシートの維持を財務方針

としております。  

（総資産）  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ2億1千6百万円増加して354億5千4百万

円となりました。このうち、流動資産は1億1千2百万円減少して132億5千7百万円、固定資産は3億2千8百万円増加

して221億9千7百万円となりました。流動資産の減少の主な要因は、現金及び預金の増加である一方、受取手形及

び売掛金の減少によるものであります。また、固定資産の増加の主な要因は、関係会社出資金の減少である一方、

土地の取得によるものであります。 

（負債）  

当第２四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ2億2百万円増加し84億9千2百万円となり

ました。このうち、流動負債は1億9千3百万円増加して57億5千1百万円、固定負債は9百万円増加して27億4千1百万

円となりました。流動負債の増加の主な要因は、買掛金の減少である一方、短期借入金及び未払金の増加によるも

のであり、固定負債の増加の主な要因は、長期未払金の減少である一方、退職給付引当金の増加によるものであり

ます。 

（純資産）  

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ1千3百万円増加し269億6千2百万円と

なりました。このうち、株主資本は3億5千万円増加して266億5千8百万円、その他の包括利益累計額は3億7千7百万

円減少して△1億9百万円、少数株主持分は4千万円増加して4億1千3百万円となりました。株主資本の増加の主な要

因は、利益剰余金の増加によるものであります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しにつきましては、世界景気の減速等を背景に生産や輸出が低迷し、当社グループの取扱貨物量が減

少することが予測されます。こうした状況を踏まえ、平成24年５月11日に公表いたしました通期の連結業績予想を

以下の通り修正いたします。  

  

平成25年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  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 

前回発表予想（Ａ） 42,500 2,300 2,500 1,350 53.38 

今回修正予想（Ｂ） 40,500 1,900 2,200 1,100 44.02 

増減額（Ｂ－Ａ） △2,000 △400 △300 △250 － 

増減率（％） △4.7 △17.4 △12.0 △18.5 － 

（ご参考）前期実績 

（平成24年３月期） 
41,393 2,074 2,223 1,134 44.88 
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（参考）   

平成25年３月期通期個別業績予想数値の修正（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 第１四半期連結会計期間より、ISEWAN U.S.A. INC.、ISEWAN(H.K.)LTD.、ISEWAN EUROPE GmbH、伊勢湾（広州）

国際貨運代理有限公司は重要性が増したため、連結の範囲に含めております。また、当第２四半期連結会計期間よ

り、PT.ISEWAN INDONESIAを新たに設立したため、連結の範囲に含めております。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 当社及び国内連結子会社は、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。  

なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

   

  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 

前回発表予想（Ａ） 41,000 2,000 2,250 1,250 47.43 

今回修正予想（Ｂ） 38,500 1,450 1,750 1,000 38.37 

増減額（Ｂ－Ａ） △2,500 △550 △500 △250 － 

増減率（％） △6.1 △27.5 △22.2 △20.0 － 

（ご参考）前期実績 

（平成24年３月期） 
40,150 1,779 2,057 1,129 42.84 

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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,273,883 5,532,651

受取手形及び売掛金 6,464,154 6,117,271

繰延税金資産 441,383 542,325

その他 1,210,556 1,074,595

貸倒引当金 △20,311 △9,622

流動資産合計 13,369,666 13,257,221

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,521,002 6,606,444

機械装置及び運搬具（純額） 866,050 858,080

土地 8,770,834 9,874,230

リース資産（純額） 92,406 98,651

建設仮勘定 217,199 49,604

その他（純額） 163,616 185,209

有形固定資産合計 16,631,110 17,672,221

無形固定資産   

その他 47,390 99,898

無形固定資産合計 47,390 99,898

投資その他の資産   

投資有価証券 2,278,405 1,853,039

出資金 1,088,148 599,008

長期貸付金 826,937 907,737

繰延税金資産 374,605 426,434

その他 664,778 679,234

貸倒引当金 △42,612 △40,166

投資その他の資産合計 5,190,262 4,425,288

固定資産合計 21,868,763 22,197,407

資産合計 35,238,429 35,454,628
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,207,573 2,667,518

短期借入金 133,336 653,336

1年内返済予定の長期借入金 14,280 14,280

リース債務 29,878 32,757

未払法人税等 614,498 423,395

賞与引当金 762,000 768,656

その他 796,126 1,191,197

流動負債合計 5,557,693 5,751,141

固定負債   

長期借入金 8,370 1,249

リース債務 61,454 65,613

退職給付引当金 2,064,207 2,096,757

資産除去債務 203,549 205,921

その他 394,381 371,790

固定負債合計 2,731,961 2,741,332

負債合計 8,289,655 8,492,473

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,046,941 2,046,941

資本剰余金 1,463,422 1,463,422

利益剰余金 23,772,397 24,318,624

自己株式 △974,412 △1,170,150

株主資本合計 26,308,348 26,658,837

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 314,899 107,344

為替換算調整勘定 △47,001 △217,031

その他の包括利益累計額合計 267,898 △109,687

少数株主持分 372,527 413,004

純資産合計 26,948,773 26,962,154

負債純資産合計 35,238,429 35,454,628
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 20,522,729 20,633,711

売上原価 16,505,760 16,405,052

売上総利益 4,016,969 4,228,659

販売費及び一般管理費 2,962,798 3,282,905

営業利益 1,054,171 945,754

営業外収益   

受取利息 15,317 21,309

受取配当金 18,271 15,611

持分法による投資利益 20,644 11,297

受取賃貸料 58,828 50,449

その他 54,448 49,087

営業外収益合計 167,510 147,754

営業外費用   

支払利息 1,484 3,288

為替差損 80,362 20,625

その他 321 499

営業外費用合計 82,168 24,413

経常利益 1,139,513 1,069,095

特別利益   

固定資産売却益 － 40,815

投資有価証券売却益 － 1,617

特別利益合計 － 42,432

特別損失   

固定資産売却損 － 3,292

固定資産除却損 3,083 2,153

投資有価証券評価損 － 22,739

関係会社出資金評価損 － 124,020

特別損失合計 3,083 152,206

税金等調整前四半期純利益 1,136,430 959,321

法人税、住民税及び事業税 502,000 409,115

法人税等調整額 △11,395 △88,869

法人税等合計 490,604 320,245

少数株主損益調整前四半期純利益 645,826 639,076

少数株主利益 40,110 73,185

四半期純利益 605,716 565,890
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 645,826 639,076

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △148,984 △206,206

為替換算調整勘定 14,741 △17,763

持分法適用会社に対する持分相当額 20 △171

その他の包括利益合計 △134,222 △224,142

四半期包括利益 511,603 414,933

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 468,757 343,456

少数株主に係る四半期包括利益 42,846 71,476
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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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