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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） 

 

(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3四半期 386,589 3.8 11,425 12.0 15,427 6.3 9,873 17.6
24年3月期第3四半期 372,297 △0.7 10,203 4.9 14,512 △8.0 8,395 0.6

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 10,307百万円 （39.1％） 24年3月期第3四半期 7,407百万円 （△5.9％）

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 49.60 ―
24年3月期第3四半期 42.18 ―

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 499,127 326,721 63.8
24年3月期 500,962 318,649 62.0
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  318,616百万円 24年3月期  310,756百万円

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 ― ― ― 11.00 11.00
25年3月期 ― ― ―
25年3月期（予想） 11.00 11.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 509,000 0.9 14,500 4.6 20,500 3.8 10,500 △16.3 52.75



(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  ：  無  

(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、（添付資料）3ページ「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 
 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ます。 
 なお、当第3四半期決算短信の開示時点において、当第3四半期連結会計（累計）期間に係る四半期連結財務諸表に関する監査法人のレビュー手続きは終了
しております。 

※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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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）3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

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 207,679,783 株 24年3月期 207,679,783 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 8,652,981 株 24年3月期 8,645,738 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 199,030,697 株 24年3月期3Q 199,037,880 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経済は、震災復興需要による下支えなどから緩やかな回復基調となっ

ているものの、欧州債務問題の長期化や、中国経済の成長鈍化に加え、円高の進行やデフレの影響等、依然として

不透明な状況で推移いたしました。 

 このような国内外の経済状況の中、当社グループの主要な事業にあたる輸送業界では、生産等の回復や前年度に

おける大幅減の反動などに伴い、貨物輸送量に持ち直しの動きが見られたものの、夏場に入り一時的に減速するな

ど、その影響は依然低い水準に留まっております。さらに、激化する同業者間の競争に加え、高止まりする燃油費

の負担も大きく、厳しい状況で推移いたしました。 

 このような経営環境のもと、当社グループは、２年目となる中期経営計画「変化への挑戦」の各施策を着実に実

行し、数値計画の達成を目指すとともに、グループ各社の力を結集し、お客様に「＋αの豊かさ」を提供できるよ

う邁進してまいりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、3,865億89百万円（前年同期比3.8％増）となり、営業利益は

114億25百万円（前年同期比12.0％増）、経常利益は154億27百万円（前年同期比6.3％増）、四半期純利益は98億

73百万円（前年同期比17.6％増）となりました。 

  

 セグメント業績は、次のとおりであります。 

  

〔輸送事業〕 

 輸送事業におきましては、中核会社にあたる西濃運輸株式会社を施策推進の中心として、計画利益の確保に主眼

を置き、月次営業日数に左右されることのない収入の確保、収入・貨物取扱量に相関した費用管理、付加サービス

の有料化や適正運賃・適正重量収受などによる利益創出を、引き続き進めてまいりました。 

 また、在庫管理・受発注から決済に至るまでのあらゆる物流業務の効率アップを実現する「お客様密着サービ

ス」を展開し、 適な輸送商品の提案を行うなど、安定的な取引の継続と新規顧客獲得に努めてまいりました。 

 その他、メールマガジンのリニューアルを行い、新サービスの紹介や倉庫の空き坪情報に加え、悪天候による配

達遅延情報を配信するなど、一層のＣＳ向上に向けて、継続的に取り組んでまいりました。 

 この結果、売上高は2,806億53百万円（前年同期比0.4％増）となり、営業利益は59億59百万円（前年同期比

1.0％減）となりました。 

  

〔自動車販売事業〕 

 自動車販売事業におきましては、エコカー補助金の終了や、消費者マインドの冷え込みなどから新車販売の苦戦

が予想される中、付属品や割賦、保険の販売に注力するとともに、車検や整備入庫などの保有ビジネスの強化を図

ってまいりました。 

 乗用車販売におきましては、震災による影響で落ち込んだ反動増やエコカー補助金・エコカー減税の効果によ

る、ＨＶ（ハイブリッド）車などの環境対応車の拡販などにより、新車販売台数は前年同期実績を大幅に上回りま

した。また、中古車販売におきましても、好調な新車販売の影響を受けた下取車の増加に加え、大型店舗の開店や

積極的なイベント開催などにより、販売台数は前年同期実績を大幅に上回りました。 

 トラック販売におきましても、エコカー補助金や震災の復興需要等により、新車販売台数は前年同期実績を上回

りました。さらに、地方整備専業会社への戦略投資による自動車整備事業の広域展開や中古部品の販売力強化によ

る収益の拡大を図ってまいりました。 

 この結果、売上高は705億24百万円（前年同期比19.5％増）となり、営業利益は39億37百万円（前年同期比

56.3％増）となりました。 

  

〔物品販売事業〕 

 物品販売事業におきましては、燃料や紙・紙製品に代表される物品の販売を行なっております。燃料販売、紙製

品販売や携帯電話販売の売上が好調に推移し、売上高は242億16百万円（前年同期比8.7％増）となり、営業利益は

５億81百万円（前年同期比8.6％増）となりました。 

  

〔不動産賃貸事業〕 

 不動産賃貸事業におきましては、都市開発の影響や狭隘化などの理由で代替化措置が図られたトラックターミナ

ル跡地や店舗跡地などを、賃貸に供することで経営資源の有効活用に努めております。売上高は10億74百万円（前

年同期比1.4％増）、営業利益は９億17百万円（前年同期比2.8％増）となりました。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



〔その他〕 

 その他におきましては、情報関連事業、住宅販売業、建築工事請負業、タクシー業および人材派遣業などで、売

上高は101億20百万円（前年同期比1.9％減）、営業利益は３億64百万円（前年同期比24.1％減）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、4,991億27百万円と前連結会計年度末に比べ18億35百万円の減少とな

りました。受取手形や営業未収金及び売掛金が減少したことなどが主な要因であります。負債については、1,724

億５百万円と前連結会計年度末に比べ99億７百万円の減少となりました。未払法人税等が減少したことなどが主な

要因であります。また、純資産については、3,267億21百万円と前連結会計年度末に比べ80億71百万円の増加とな

りました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 わが国経済の今後を見通しますと、輸出環境の改善や経済対策の効果などを背景に、景気回復に向けた期待が高

まっておりますが、海外景気の下振れ、雇用・所得環境の先行き、デフレの影響等が懸念されるなど、依然として

先行き不透明な状況が続くと予測されます。 

 当社グループの事業の中心を占める輸送業界におきましても、前年度からの反動効果が一巡することや弱めの景

気動向などを受けて、貨物輸送量の回復が期待できず、また、不安定な燃油費価格や同業者間の競争などもあっ

て、引き続き厳しい経営環境が続くものと予測されます。 

 このような状況の中で、さらなる経営効率の向上を図り、引き続き利益体質の堅持に努めてまいります。 

 なお、当社グループの通期の連結業績につきましては、当第３四半期連結累計期間の結果を受けて、平成24年11

月13日の決算短信で公表いたしました通期の連結業績予想の数値を修正いたしました。 

   

（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 

  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 

（減価償却方法の変更）  

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。 

この変更に伴う損益への影響は軽微であります。  

   

（４）追加情報 

  （連結納税制度の適用） 

   第１四半期連結会計期間より、連結納税制度を適用しております。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 62,627 56,880

受取手形 10,167 9,347

営業未収金及び売掛金 91,911 91,275

有価証券 2,199 11,054

たな卸資産 9,463 9,821

繰延税金資産 5,072 2,370

その他 5,149 6,362

貸倒引当金 △335 △236

流動資産合計 186,255 186,876

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 85,755 83,429

機械装置及び運搬具（純額） 14,872 15,473

工具、器具及び備品（純額） 1,349 1,318

土地 171,564 170,975

建設仮勘定 99 308

その他（純額） 834 767

有形固定資産合計 274,475 272,272

無形固定資産   

のれん 576 202

その他 4,820 4,697

無形固定資産合計 5,397 4,899

投資その他の資産   

投資有価証券 21,124 21,181

長期貸付金 220 175

繰延税金資産 9,352 9,659

その他 4,976 4,916

貸倒引当金 △839 △854

投資その他の資産合計 34,834 35,078

固定資産合計 314,707 312,250

資産合計 500,962 499,127



（単位：百万円）

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   

支払手形 6,069 4,908

営業未払金及び買掛金 50,351 50,979

短期借入金 2,639 2,594

未払金 12,802 12,188

未払費用 12,689 8,022

未払法人税等 5,773 504

未払消費税等 3,372 3,547

災害損失引当金 51 14

その他 14,467 16,896

流動負債合計 108,218 99,655

固定負債   

長期借入金 291 198

繰延税金負債 8,217 7,883

退職給付引当金 55,266 56,571

役員退職慰労引当金 1,400 1,476

資産除去債務 2,454 2,470

負ののれん 6,099 3,808

その他 362 341

固定負債合計 74,093 72,749

負債合計 182,312 172,405

純資産の部   

株主資本   

資本金 42,481 42,481

資本剰余金 74,260 74,260

利益剰余金 199,598 207,283

自己株式 △8,602 △8,606

株主資本合計 307,739 315,419

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,509 3,668

土地再評価差額金 △132 △132

為替換算調整勘定 △359 △339

その他の包括利益累計額合計 3,017 3,196

少数株主持分 7,893 8,105

純資産合計 318,649 326,721

負債純資産合計 500,962 499,127



（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：百万円）

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 372,297 386,589

売上原価 337,760 349,803

売上総利益 34,537 36,786

販売費及び一般管理費 24,333 25,360

営業利益 10,203 11,425

営業外収益   

受取利息 25 36

受取配当金 584 413

負ののれん償却額 2,446 2,291

持分法による投資利益 9 184

その他 1,292 1,120

営業外収益合計 4,357 4,045

営業外費用   

支払利息 29 24

その他 19 18

営業外費用合計 48 42

経常利益 14,512 15,427

特別利益   

固定資産売却益 221 350

投資有価証券売却益 105 1

その他 47 16

特別利益合計 374 367

特別損失   

固定資産処分損 262 171

投資有価証券評価損 39 36

減損損失 261 523

その他 54 14

特別損失合計 618 745

税金等調整前四半期純利益 14,269 15,050

法人税、住民税及び事業税 3,385 2,907

法人税等調整額 2,129 2,011

法人税等合計 5,515 4,919

少数株主損益調整前四半期純利益 8,754 10,130

少数株主利益 358 257

四半期純利益 8,395 9,873



（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：百万円）

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 8,754 10,130

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,291 156

為替換算調整勘定 △54 20

持分法適用会社に対する持分相当額 △1 △0

その他の包括利益合計 △1,347 176

四半期包括利益 7,407 10,307

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 7,066 10,052

少数株主に係る四半期包括利益 340 254



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 14,269 15,050

減価償却費 11,360 10,733

減損損失 261 523

負ののれん償却額 △2,446 △2,291

のれん償却額 377 374

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 △30

退職給付引当金の増減額（△は減少） 828 1,297

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △18 44

受取利息及び受取配当金 △609 △449

支払利息 29 24

投資有価証券売却損益（△は益） △105 △1

投資有価証券評価損益（△は益） 39 36

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） 41 △178

持分法による投資損益（△は益） △9 △184

売上債権の増減額（△は増加） △4,677 1,455

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,020 △739

仕入債務の増減額（△は減少） 7,605 △546

未払費用の増減額（△は減少） △3,871 △4,065

その他の負債の増減額（△は減少） 3,572 1,701

その他 △475 198

小計 23,155 22,951

利息及び配当金の受取額 735 581

利息の支払額 △29 △24

法人税等の支払額 △6,974 △9,396

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,886 14,112

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △5,719 △12,292

定期預金の払戻による収入 5,548 6,366

譲渡性預金の預入による支出 － △9,000

有価証券の償還による収入 － 147

有形及び無形固定資産の取得による支出 △8,190 △9,374

有形及び無形固定資産の売却による収入 911 764

投資有価証券の取得による支出 △26 △41

投資有価証券の売却及び償還による収入 112 201

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △64

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

19 －

投資その他の資産の増減額（△は増加） 146 50

貸付けによる支出 △87 △24

貸付金の回収による収入 75 83

その他 △265 △95

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,476 △23,278



（単位：百万円）

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) 

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） △55 △12

長期借入金の返済による支出 △143 △217

自己株式の取得による支出 △3 △3

配当金の支払額 △2,189 △2,189

少数株主への配当金の支払額 △29 △39

その他 △73 △64

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,495 △2,526

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,907 △11,689

現金及び現金同等物の期首残高 48,991 57,595

現金及び現金同等物の四半期末残高 55,899 45,906



  該当事項はありません。 

   

  該当事項はありません。 

   

Ⅰ 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） 

 １．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 

 （単位：百万円）

（注）１． 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報関連事業、住

宅販売業、タクシー業、旅行代理店業、建築工事請負業、人材派遣業等を含んでおります。 

２． セグメント利益の調整額 百万円には、セグメント間取引消去 百万円及び各報告セグメ

ントに配分していない全社費用 百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメ

ントに帰属しない提出会社の営業費用であります。 

３． 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。 

  

 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

  重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

Ⅱ 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） 

 １．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 

 （単位：百万円）

（注）１． 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報関連事業、住

宅販売業、タクシー業、旅行代理店業、建築工事請負業、人材派遣業等を含んでおります。 

２． セグメント利益の調整額 百万円には、セグメント間取引消去 百万円及び各報告セグメ

ントに配分していない全社費用 百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメ

ントに帰属しない提出会社の営業費用であります。 

３． 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。 

  

 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

  重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  
輸送事業

自動車販売 

事業 

物品販売 

事業 

不動産賃貸

事業 

その他 

(注)１ 
計 

調整額

(注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３

売上高                                         

外部顧客への売上高  279,654  58,998  22,271  1,059  10,314  372,297 ―  372,297

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,119  5,520  19,235 ―  7,294  33,169  △33,169 ― 

計  280,774  64,518  41,506  1,059  17,608  405,466  △33,169  372,297

セグメント利益  6,019  2,518  535  892  480  10,446  △242  10,203

△242 232

△474

  
輸送事業

自動車販売 

事業 

物品販売 

事業 

不動産賃貸

事業 

その他 

(注)１ 
計 

調整額

(注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３

売上高                                         

外部顧客への売上高  280,653  70,524  24,216  1,074  10,120  386,589 ―  386,589

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,125  6,074  19,004 ―  6,940  33,144  △33,144 ― 

計  281,779  76,598  43,221  1,074  17,060  419,734  △33,144  386,589

セグメント利益  5,959  3,937  581  917  364  11,760  △334  11,425

△334 199

△534
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