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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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）

営業収益 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 ％

24年3月期第3四半期 200,620 10.2 6,923 30.0 6,760 25.5 2,769 0.5
23年3月期第3四半期 182,076 7.6 5,327 △0.5 5,387 4.0 2,754 5.9

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 2,774百万円 （6.3％） 23年3月期第3四半期 2,611百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 22.01 19.96
23年3月期第3四半期 22.68 20.55

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

24年3月期第3四半期 201,191 62,150 30.0 480.42
23年3月期 177,284 60,604 33.3 469.14

（参考） 自己資本  24年3月期第3四半期  60,441百万円 23年3月期  59,024百万円

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

23年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
24年3月期 ― 6.00 ―

24年3月期（予想） 6.00 12.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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  
平成23年10月27日公表の決算短信に記載した業績予想を修正しております。詳細は、【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。 

営業収益 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 270,000 12.0 8,150 33.6 8,000 25.5 3,200 41.5 25.44



(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  

（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。 

(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  
（注）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。 

(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） 

※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、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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り大きく異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、【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。 

4.  その他

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   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 128,989,476 株 23年3月期 128,989,476 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 3,178,877 株 23年3月期 3,174,635 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 125,812,998 株 23年3月期3Q 121,466,726 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（平成２３年４月１日～平成２３年１２月３１日 以下「当第３

四半期」）における日本経済は、東日本大震災発生直後に生産活動などが大幅に低下いたしま

したが、その後のサプライチェーンの回復、生産設備の復旧に伴い、景気は着実に回復してま

いりました。しかしながら、欧州の金融不安、米国の景気減速などの世界経済の先行き不安に

加えて、円高やタイの洪水などによる国内生産や輸出への影響が懸念され、景気の先行きは不

透明なものになっております。 

物流業界におきましては、震災の発生による生産活動の落ち込みから物量が大幅に落ち込み

ました。その後の復旧に伴って物量は回復しておりますが、景気回復の動きが弱まっているこ

とや、震災復興需要の規模や発生時期が不透明なことから、予断を許さない状況が続いており

ます。 

このような環境の中、当社グループは、お客さまの震災復旧・復興対応のご支援を経営の最

重点課題と位置付けるとともに、昨年度にスタートさせた「Ｍｏｖｉｎｇ Ｇｌｏｂａｌ」を

コーポレートスローガンとする、中期経営三ヵ年計画の２年目の年として、国内外で積極的な

経営を進めてまいりました。 

１０月には千葉県に「野田第２ＰＤセンター」を開設し、関東地区の物流サービスを強化し

たほか、１１月にはケミカル製品の安定輸送と事業拡大のために「扇奥羽丸」を就航させ、

１２月には宮崎県北部の倉庫拠点集約と庫腹拡大を目的とした「日向ＰＤセンター」を開設い

たしました。また、１月には北海道全域の物流事業拡大のために「北広島ＰＤセンター」を開

設しております。 

当第３四半期の業績としましては、震災の復旧需要をはじめ、災害関連商品や節電関連商品

などの既存物量が増加したことや、９月に「株式会社スマイル」をグループ会社としたこと、

新規顧客の積極的な開拓を行ったことなどにより、連結営業収益は２，００６億２０百万円と

対前年同期比１０．２％の増収となりました。一方、利益面におきましては、燃料費の上昇な

どのマイナス要素があったものの、増収効果とコスト改善効果により、連結営業利益は６９億

２３百万円と対前年同期比３０．０％の増益、連結経常利益は６７億６０百万円と対前年同期

比２５．５％の増益となりました。連結四半期純利益につきましては、法人税率の引き下げに

関する法律が公布されたことを受け、繰延税金資産の取り崩しを行いましたが、２７億６９百

万円と対前年同期比０．５％の増益となりました。 

  

当第３四半期の業績をセグメント別にご説明いたしますと、次の通りです。 

  

（物流事業） 

住宅物流事業においては仮設住宅などの震災復旧需要、流通ロジスティクス事業において

は、復旧に関わる住関連商品や節電関連商品や暑さ軽減商品などの既存物量の増加、さらに

は新規顧客の積極的な開拓による売上拡大などがあり、事業収入は１，６８０億２５百万円

と対前年同期比４．９％の増収となりました。 

  

（商事・貿易事業） 

株式会社スマイルのグループ会社化、石油価格の上昇による石油販売事業の売上増加、株

式会社丸藤の売上拡大及び貿易事業の拡大により、事業収入は３０３億６８百万円と対前年

同期比５３．３％の増収となりました。 

  

（その他事業） 

事業収入は２２億２６百万円と対前年同期比５．１％の増収となりました。   

  

   
（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第３四半期末における総資産は２，０１１億９１百万円となり、前期末に比べ２３９億

７百万円の増加となりました。これは受取手形及び営業未収入金が１０５億３３百万円、た

な卸資産が３６億５９百万円、有形固定資産が９０億９５百万円増加したことなどによるも

のです。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（負債） 

当第３四半期末における負債の残高は１，３９０億４１百万円となり、前期末に比べ  

２２３億６１百万円の増加となりました。これは支払手形及び営業未払金が１１６億８５百

万円、社債が５０億円、長期借入金が７６億９２百万円増加したものの、短期借入金が１７

億１百万円減少したことなどによるものです。 

  

（純資産） 

当第３四半期末の純資産は６２１億５０百万円となり、前期末に比べ１５億４５百万円の

増加となりました。これは利益剰余金が１３億８５百万円増加したことなどによるもので

す。自己資本比率は前期末より３．３％低下し、３０．０％となりました。 

   

   
（３）連結業績予想に関する定性的情報 

今後の日本経済は、震災復興関連需要の顕在化に伴って緩やかな回復経路を辿ると思われま

すが、本格的な回復にはまだ時間がかかると見られ、今後も厳しい状況が続くと思われます。

このような環境の中、当社グループは、中期経営三ヵ年計画の２年目の年として、グループ

の総力を結集し、社会との共生を図り、従業員の成長志向を育む中、高品質でコストパフォー

マンスの高いサービスを、グローバルに提供する、流通情報企業を目指してまいります。 

当期の業績予想につきましては、ほぼ計画通りに推移しており、連結営業収益、連結営業利

益及び連結経常利益は１０月に発表いたしました予想数値から変更はありません。連結当期純

利益につきましては、法人税率の引き下げに関する法律が公布されたことを受け、繰延税金資

産の取り崩しを行い、法人税等調整額が増加することなどにより、連結当期純利益を修正いた

します。 

なお、配当金の金額につきましては、前回発表いたしましたとおり、１株あたり１２円（中

間６円、期末６円）から変更はありません。 

  

  

  

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 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 

 該当事項はありません。   

   

  
営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 

１株当たり 

当期純利益 

  

前回発表予想（Ａ） 

百万円

270,000

百万円

8,150

百万円

8,000

百万円

3,750

円 銭

29.81

今回修正予想（Ｂ） 270,000 8,150 8,000 3,200 25.44

増減額（Ｂ－Ａ） － － － △550 －

増減率（％） － － － △14.7 －

（ご参考）前期実績 

平成23年3月期 
241,046 6,099 6,375 2,261 18.44

２．サマリー情報（その他）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：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,394 12,642

受取手形及び営業未収入金 31,147 41,680

商品及び製品 719 4,125

販売用不動産 15 3

仕掛品 104 358

原材料及び貯蔵品 176 187

その他 6,304 5,457

貸倒引当金 △29 △51

流動資産合計 52,833 64,404

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 36,962 44,565

土地 39,233 39,623

その他（純額） 10,508 11,610

有形固定資産合計 86,703 95,799

無形固定資産   

のれん 1,028 3,755

その他 3,358 3,577

無形固定資産合計 4,387 7,333

投資その他の資産   

差入保証金 8,719 8,741

繰延税金資産 4,969 4,100

その他 19,897 21,040

貸倒引当金 △226 △229

投資その他の資産合計 33,359 33,654

固定資産合計 124,450 136,786

資産合計 177,284 201,191
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 22,603 34,288

1年内償還予定の新株予約権付社債 － 4,900

短期借入金 16,545 14,843

未払法人税等 1,719 857

賞与引当金 2,853 1,985

役員賞与引当金 112 104

災害損失引当金 836 64

その他 9,251 10,836

流動負債合計 53,923 67,882

固定負債   

社債 7,000 12,000

転換社債型新株予約権付社債 4,900 －

長期借入金 32,331 40,023

退職給付引当金 9,724 9,568

役員退職慰労引当金 37 61

特別修繕引当金 39 46

資産除去債務 292 298

その他 8,431 9,159

固定負債合計 62,756 71,159

負債合計 116,679 139,041

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,521 20,521

資本剰余金 18,782 18,782

利益剰余金 20,806 22,191

自己株式 △1,046 △1,048

株主資本合計 59,063 60,447

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2 △12

繰延ヘッジ損益 △9 64

為替換算調整勘定 △31 △58

その他の包括利益累計額合計 △38 △5

新株予約権 107 149

少数株主持分 1,472 1,559

純資産合計 60,604 62,150

負債純資産合計 177,284 201,191
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

営業収益 182,076 200,620

営業原価 166,115 181,814

営業総利益 15,960 18,805

販売費及び一般管理費 10,633 11,881

営業利益 5,327 6,923

営業外収益   

受取利息 138 123

受取配当金 671 693

その他 454 327

営業外収益合計 1,263 1,144

営業外費用   

支払利息 877 881

その他 325 426

営業外費用合計 1,203 1,307

経常利益 5,387 6,760

特別損失   

固定資産売却損 56 299

特別退職金 74 179

固定資産除却損 159 118

リース解約損 22 30

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 130 －

特別損失合計 443 628

税金等調整前四半期純利益 4,944 6,132

法人税、住民税及び事業税 1,573 1,087

法人税等調整額 690 2,311

法人税等合計 2,264 3,399

少数株主損益調整前四半期純利益 2,680 2,732

少数株主損失（△） △74 △36

四半期純利益 2,754 2,769
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,680 2,732

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △49 △4

繰延ヘッジ損益 14 83

為替換算調整勘定 △27 △33

持分法適用会社に対する持分相当額 △5 △3

その他の包括利益合計 △69 41

四半期包括利益 2,611 2,774

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,696 2,804

少数株主に係る四半期包括利益 △85 △30
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 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22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

 （注）１．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、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。 

  

Ⅱ 当第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営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

（注）１．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、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。 

  

２．報告セグメントごとののれん等に関する情報  

（のれんの金額の重要な変動） 

 「商事・貿易事業」セグメントにおいて、新たに株式を取得した株式会社スマイル及びその

子会社３社を連結の範囲に含めております。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第３

四半期連結累計期間においては 百万円であります。 
  

   

 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）セグメント情報等

  

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 

商事・貿易

事業 
その他事業 計 

営業収益 

外部顧客への営業収益  160,141  19,815  2,119  182,076  －  182,076

セグメント間の内部営

業収益又は振替高 
 529  6,458  2,803  9,790  △9,790     －

計  160,670  26,273  4,922  191,866  △9,790  182,076

セグメント利益  4,632  396  375  5,404  △77  5,327

△77 △9,790

△9,713

  

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 

商事・貿易

事業 
その他事業 計 

営業収益 

外部顧客への営業収益  168,025  30,368  2,226  200,620  －  200,620

セグメント間の内部営

業収益又は振替高 
 525  7,733  2,372  10,631  △10,631     －

計  168,551  38,101  4,599  211,252  △10,631  200,620

セグメント利益  5,711  837  501  7,049  △125  6,923

△125 △10,631

△10,506

2,839

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

センコー㈱　（9069）　平成２４年３月期第３四半期決算短信

8




