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（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 30,453 △2.6 1,292 △21.2 1,516 △10.9 812 △2.7

24年3月期第３四半期 31,258 13.8 1,639 32.3 1,701 15.8 834 26.0

（注）包括利益 25年3月期第３四半期 759百万円（2.7％） 24年3月期第３四半期 739百万円 （29.0％）

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 32 55 ―

24年3月期第３四半期 32 99 ―

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 34,990 27,031 76.1

24年3月期 35,238 26,948 75.4

（参考）自己資本 25年3月期第３四半期 26,618百万円 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： 無

（％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： 無



※  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３Ｑ 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３Ｑ 2,613,783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３Ｑ 24,955,287株 24年3月期３Ｑ 25,290,495株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第３四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等を背景として緩やかな回復基調

が見られたものの、欧州債務危機の問題や中国をはじめとする新興国の成長鈍化から海外経済の減速懸念が強まっ

ており、先行きについては不透明感が払拭できない状況が続いております。

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、期間の前半は生産活

動の持ち直し等に伴い堅調に推移しておりましたが、その後、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ましたが、当第３四半期連結累計期間の売上高は304億5千3

百万円（前年同期比2.6％減）となりました。

利益面におきましては、営業利益は12億9千2百万円（前年同期比21.2%減）、経常利益は15億1千6百万円（前年

同期比10.9%減）、四半期純利益は8億1千2百万円（前年同期比2.7%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３四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2億4千8百万円減少して349億9千万円

となりました。このうち、流動資産は11億5千2百万円減少して122億1千7百万円、固定資産は9億4百万円増加して

227億7千3百万円となりました。流動資産の減少の主な要因は、現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少による

ものであり、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、土地の取得による増加でありま

す。

（負債）

当第３四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3億3千1百万円減少し79億5千8百万円と

なりました。このうち、流動負債は7億3千1百万円減少して48億2千5百万円、固定負債は4億円増加して31億3千2百

万円となりました。流動負債の減少の主な要因は、買掛金及び未払法人税等の減少によるものであり、固定負債の

増加の主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。

（純資産）

当第３四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8千3百万円増加し270億3千1百万円と

なりました。このうち、株主資本は3億3千7百万円増加して266億4千6百万円、その他の包括利益累計額は2億9千5

百万円減少して△2千7百万円、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

平成25年３月期の連結業績予想に関しては、平成24年11月９日に公表いたしました予想に変更はありません。

（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、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。

１．当四半期決算に関する定性的情報

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 5,273,883 4,694,902

受取手形及び売掛金 6,464,154 5,975,432

繰延税金資産 441,383 224,176

その他 1,210,556 1,331,847

貸倒引当金 △20,311 △9,225

流動資産合計 13,369,666 12,217,133

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,521,002 6,497,191

機械装置及び運搬具（純額） 866,050 879,888

土地 8,770,834 10,341,870

リース資産（純額） 92,406 98,549

建設仮勘定 217,199 －

その他（純額） 163,616 173,039

有形固定資産合計 16,631,110 17,990,538

無形固定資産

その他 47,390 104,536

無形固定資産合計 47,390 104,536

投資その他の資産

投資有価証券 2,278,405 2,001,264

出資金 1,088,148 592,977

長期貸付金 826,937 907,737

繰延税金資産 374,605 551,940

その他 664,778 693,440

貸倒引当金 △42,612 △69,264

投資その他の資産合計 5,190,262 4,678,097

固定資産合計 21,868,763 22,773,172

資産合計 35,238,429 34,990,306
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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)

負債の部

流動負債

買掛金 3,207,573 2,628,318

短期借入金 133,336 358,334

1年内返済予定の長期借入金 14,280 61,416

リース債務 29,878 34,641

未払法人税等 614,498 70,990

賞与引当金 762,000 387,290

その他 796,126 1,284,893

流動負債合計 5,557,693 4,825,884

固定負債

長期借入金 8,370 368,584

リース債務 61,454 63,862

退職給付引当金 2,064,207 2,121,496

資産除去債務 203,549 207,107

その他 394,381 371,583

固定負債合計 2,731,961 3,132,633

負債合計 8,289,655 7,958,518

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 24,306,722

自己株式 △974,412 △1,170,892

株主資本合計 26,308,348 26,646,193

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 314,899 240,725

為替換算調整勘定 △47,001 △268,423

その他の包括利益累計額合計 267,898 △27,697

少数株主持分 372,527 413,292

純資産合計 26,948,773 27,031,788

負債純資産合計 35,238,429 34,990,306
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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)

売上高 31,258,773 30,453,796

売上原価 25,132,491 24,254,512

売上総利益 6,126,282 6,199,283

販売費及び一般管理費 4,486,731 4,907,165

営業利益 1,639,550 1,292,118

営業外収益

受取利息 22,901 29,673

受取配当金 29,325 26,607

為替差益 － 36,045

持分法による投資利益 25,434 23,312

受取賃貸料 88,045 77,333

その他 66,893 67,700

営業外収益合計 232,600 260,671

営業外費用

支払利息 1,983 4,207

貸倒引当金繰入額 － 30,000

為替差損 167,836 －

その他 403 2,511

営業外費用合計 170,222 36,719

経常利益 1,701,928 1,516,070

特別利益

固定資産売却益 36,810 60,872

投資有価証券売却益 － 1,617

特別利益合計 36,810 62,489

特別損失

固定資産売却損 34 3,292

固定資産除却損 5,383 2,312

投資有価証券評価損 － 22,739

関係会社出資金評価損 － 132,296

関係会社株式評価損 － 29,999

その他 － 1,000

特別損失合計 5,418 191,640

税金等調整前四半期純利益 1,733,319 1,386,920

法人税、住民税及び事業税 602,000 405,322

法人税等調整額 249,522 80,195

法人税等合計 851,522 485,517

少数株主損益調整前四半期純利益 881,796 901,402

少数株主利益 47,387 89,207

四半期純利益 834,409 812,194
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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 881,796 901,402

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △153,996 △73,090

為替換算調整勘定 10,985 △70,081

持分法適用会社に対する持分相当額 569 785

その他の包括利益合計 △142,441 △142,385

四半期包括利益 739,355 759,016

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 683,034 671,750

少数株主に係る四半期包括利益 56,320 87,265
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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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