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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第３四半期の業績（平成24年４月１日～平成24年12月31日）

（１）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 4,819 0.6 80 26.6 72 21.4 68 19.4
24年３月期第３四半期 4,792 △5.6 63 △24.9 59 △34.5 57 △0.4

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 1.10 ―
24年３月期第３四半期 0.92 ―

（２）財政状態

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 5,416 1,810 33.4
24年３月期 5,407 1,779 32.9

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 1,810百万円 24年３月期 1,779百万円

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

24年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年３月期 ― 0.00 ―

25年３月期(予想) 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

３．平成25年３月期の業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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 6,600 5.0 80 8.8 70 19.1 60 3.5 0.96

(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

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 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

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別すること
が困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料４ページ（２）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。

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期３Ｑ 62,280,394株 24年３月期 62,280,394株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 95,512株 24年３月期 95,032株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 62,185,346株 24年３月期３Ｑ 62,186,270株

※ 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、この四半期決算の開示時点
において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 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、添付資料３ページ（３）「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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当第３四半期累計期間（平成24年４月１日～平成24年12月31日）におけるわが国経済は、東日本大震

災からの復興が牽引となり、景気が緩やかに持ち直してきました。しかしながら、欧州の財政金融不安

に伴う海外経済の減速、中国をはじめとした新興国の成長鈍化及び円高の長期化等により弱含みで推移

しました。年末に近づき、円高是正、株高の影響等により明るい兆しが見えてきましたが、実態経済の

本格的な回復に繋がっていくのか不透明な状況にあります。 

このような経営環境の下、当社は、輸出の落ち込みを輸入でカバーする等の動きにより、当第３四半

期累計期間の営業収入は前年同期比+27,824千円（+0.6%）の4,819,921千円となりました。  

当社は、採算性の低い賃借施設の返還や人件費の圧縮等により損益分岐点を下げた財務体質を引き続

き維持しており、営業利益、経常利益で黒字を確保できました。また、株式市況の低迷により、第１、

第２四半期累計期間では投資有価証券評価損を特別損失として計上しておりましたが、当第３四半期累

計期間におきましては、株式市況の回復により、投資有価証券評価損は計上しておりません。 

以上の結果、当第３四半期累計期間の営業利益は80,195千円、経常利益は72,790千円、四半期純利益

は68,674千円となりました。前第３四半期累計期間と比較しますと、営業利益、経常利益、四半期純利

益は、それぞれ16,864千円(+26.6%)の増加、12,832千円(+21.4%)の増加、11,165千円(+19.4%)の増加と

なっております。 

  

各セグメントの業績の状況は次の通りであります。 

当社の主要セグメントである当セグメントにおきましては、営業収入（セグメント間の内部売上高又

は振替高を除く)は、4,620,128千円（前年同期比+2.9%）で、全セグメントの95.8%を占めております。

セグメント利益（営業利益）は、309,023千円（前年同期比△1.4%）を計上いたしました。円高の長期

化による輸出の低迷はありましたが、輸入は堅調に推移したこと等に起因しております。       

当セグメントにおきましては、営業収入は、191,036千円（前年同期比△34.8%）で、全セグメントの

4.0%を占めております。セグメント損失（営業損失）は、10,122千円（前年同期比 - %）となりまし

た。海上コンテナ輸送の低迷が響いております。                   

当セグメントにおきましては、営業収入は、8,755千円（前年同期比+4.4%）で、全セグメントの0.2%

を占めております。セグメント利益（営業利益）は、8,649千円（前年同期比+8.6%）を計上いたしまし

た。海上保険収入の堅調な動きが寄与しております。                   

  

（流動資産） 

当第３四半期会計期間末における流動資産は、3,196,104千円となりました。前事業年度末比66,386

千円（2.0%）減少しております。これは現金及び預金の減少113,183千円、立替金の増加28,390千円、

営業未収入金の増加14,782千円等によるものです。 

（固定資産） 

当第３四半期会計期間末における固定資産は、2,215,373千円となりました。前事業年度末比74,505

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

①港湾運送事業

②自動車運送事業

③その他

（２）財政状態に関する定性的情報
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千円（3.5%）増加しております。これは平成25年４月から稼動予定の自社新システムのソフトェア仮

勘定（無形固定資産その他に計上）の増加89,900千円、トラクター、フォークリフト売却等による車両

運搬具の減少22,453千円等によるものです。 

（繰延資産） 

当第３四半期会計期間末における繰延資産は、4,597千円になりました。前事業年度末比700千円

（18.0%）増加しております。これは社債発行費の増加4,597千円、株式交付費の償却による減少3,896

千円によるものです。 

（流動負債） 

当第３四半期会計期間末における流動負債は、2,080,115千円となりました。前事業年度末比9,342千

円（0.4%）減少しております。これは未払金の減少35,411千円、１年内返済予定の長期借入金の減少

25,731千円、賞与引当金の減少24,794千円、１年内償還予定の社債の増加62,100千円、短期借入金の増

加23,500千円等によるものです。 

（固定負債） 

当第３四半期会計期間末における固定負債は1,525,779千円となりました。前事業年度末比12,472千

円（0.8%）減少しております。これは長期借入金の減少266,777千円、社債の増加207,900千円等による

ものです。 

（純資産） 

当第３四半期会計期間末における純資産は1,810,180千円となりました。前事業年度末比30,633千円

（1.7%）増加しております。これは繰越利益剰余金の増加68,674千円、その他有価証券評価差額金の減

少38,029千円等によるものです。 

  

平成25年３月期の通期業績予想につきましては、平成24年５月10日の「平成24年３月期決算短信」で

公表いたしました業績予想を変更しておりません。 

当第３四半期累計期間は、営業利益80百万円、経常利益72百万円、四半期純利益68百万円を計上して

おり、すでに通期業績予想の営業利益80百万円、経常利益70百万円、四半期純利益60百万円に近い数字

になっておりますが、日本の正月、中国の旧正月の影響による１～２月の業績の落ち込みを織り込んで

おります。 

  

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予

想数値と異なる可能性があります。 

（３）業績予想に関する定性的情報
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（税金費用の計算）  

税金費用については、当第３四半期累計期間を含む事業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しておりま

す。  

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固

定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これにより、従来の方法と比べて、当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純

利益に与える影響は軽微であります。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

㈱大運 （9363）　平成25年３月期第３四半期決算短信（非連結）

- 4 -



１ 【四半期財務諸表】 
(1) 【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,074,655 1,961,472

受取手形 8,763 3,465

営業未収入金 776,826 791,609

立替金 344,212 372,603

その他 69,204 70,432

貸倒引当金 △11,172 △3,479

流動資産合計 3,262,490 3,196,104

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 212,281 205,831

構築物（純額） 2,712 2,592

機械及び装置（純額） 25,754 20,929

車両運搬具（純額） 80,896 58,443

工具、器具及び備品（純額） 10,724 11,290

土地 576,183 576,183

リース資産（純額） 36,938 30,578

建設仮勘定 － 4,500

有形固定資産合計 945,491 910,350

無形固定資産   

のれん 418,965 398,017

その他 15,820 99,438

無形固定資産合計 434,786 497,455

投資その他の資産   

投資有価証券 602,125 611,610

差入保証金 92,633 93,211

その他 386,290 405,652

貸倒引当金 △320,457 △302,905

投資その他の資産合計 760,590 807,568

固定資産合計 2,140,868 2,215,373

繰延資産   

株式交付費 3,896 －

社債発行費 － 4,597

繰延資産合計 3,896 4,597

資産合計 5,407,255 5,416,075
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 55,264 53,475

営業未払金 515,251 509,132

短期借入金 558,000 581,500

1年内償還予定の社債 － 62,100

1年内返済予定の長期借入金 682,319 656,588

未払金 92,701 57,290

未払法人税等 12,000 7,948

賞与引当金 33,800 9,006

その他 140,121 143,075

流動負債合計 2,089,457 2,080,115

固定負債   

社債 － 207,900

長期借入金 1,274,600 1,007,822

退職給付引当金 187,569 197,016

その他 76,082 113,040

固定負債合計 1,538,251 1,525,779

負債合計 3,627,709 3,605,894

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,394,398 2,394,398

資本剰余金   

資本準備金 314,304 314,304

その他資本剰余金 433,534 433,506

資本剰余金合計 747,838 747,810

利益剰余金   

利益準備金 5,856 5,856

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △1,199,674 △1,131,000

利益剰余金合計 △1,193,818 △1,125,144

自己株式 △10,381 △10,364

株主資本合計 1,938,037 2,006,700

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △158,490 △196,520

評価・換算差額等合計 △158,490 △196,520

純資産合計 1,779,546 1,810,180

負債純資産合計 5,407,255 5,416,075
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(2) 【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

営業収入 4,792,096 4,819,921

営業原価 4,434,903 4,512,371

営業総利益 357,192 307,550

販売費及び一般管理費 293,861 227,354

営業利益 63,331 80,195

営業外収益   

受取利息 235 151

受取配当金 12,751 13,204

貸倒引当金戻入額 1,061 －

雑収入 23,009 25,950

営業外収益合計 37,057 39,306

営業外費用   

支払利息 40,284 40,960

社債発行費償却 － 413

貸倒引当金繰入額 － 1,754

雑損失 147 3,583

営業外費用合計 40,431 46,712

経常利益 59,957 72,790

特別利益   

固定資産売却益 1,599 1,763

投資有価証券売却益 609 －

特別利益合計 2,209 1,763

特別損失   

固定資産売却損 50 448

固定資産除却損 4 255

投資有価証券売却損 1 －

特別損失合計 56 703

税引前四半期純利益 62,109 73,850

法人税、住民税及び事業税 4,601 5,176

法人税等合計 4,601 5,176

四半期純利益 57,508 68,674
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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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