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問合せ先責任者 企画担当部長 橋本 潤美 

(℡       011-251-4112) 

 

（訂正・数値データ訂正）「平成24年３月期 決算短信[日本基準]（連結）」の一部訂正について 

 

当社が平成24年５月11日に公表いたしました「平成24年3月期決算短信[日本基準]（連結）」の記載

に訂正がありましたので、お知らせいたします。また数値データにも訂正がありましたので、訂正後の

数値データも提出いたします。 

なお、訂正箇所につきましては、下線を付して表示しております。 

 

記 

 

１. 訂正理由 

「平成24年３月期決算短信[日本基準]（連結）」の提出後に、当社の連結子会社の一部において計上に

誤りがあることが判明したため、訂正するものです。 

 

２. 訂正の内容 

[訂正箇所一覧] 

サマリー情報  1.平成 24 年 3 月期の連結業績（平成 23 年 4 月 1日～平成 24 年 3 月 31 日） 

サマリー情報  2．配当の状況 
２ページ    1.経営成績（1）経営成績に関する分析 

２ページ    1.経営成績（2）財政状態に関する分析 

５ページ    3.連結財務諸表（1）連結貸借対照表 

７、８ページ  3.連結財務諸表（2）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

９ページ    3.連結財務諸表（3）連結株主資本等変動計算書 

１１ページ   3.連結財務諸表（4）連結キャッシュ・フロー計算書 

１５ページ   3.連結財務諸表（8）連結財務諸表に関する注記事項 

 

以上 

 
 
 
 

 
 



【訂正箇所】 

〔サマリー情報〕 

 (訂正前) 

１．平成 24 年 3 月期の連結業績（平成 23 年 4 月 1日～平成 24 年 3 月 31 日） 

（１）連結経営成績                                                      （％表示は対前期増減率） 

 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 42,161 3.7 740 △25.2 662 △31.4 173 △33.7
23年3月期 40,664 2.0 989 9.4 966 10.9 261 ― 
（注） 包括利益       24 年 3 月期 △14 百万円（―％）  23 年 3 月期  196 百万円（△44.9％） 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

営業収益 
営業利益率 

 円   銭 円   銭 ％ ％ ％

24年3月期 13.37 ― 2.6 2.3 1.8
23年3月期 19.93 ― 3.8 3.5 2.4
（参考）持分法投資損益    24 年 3 月期 ―百万円  23 年 3 月期 ―百万円 

 
（２）連結財政状態 

 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 32,196 6,828 20.9 517.73
23 年 3月期 26,500 6,935 25.8 526.95
（参考）自己資本       24 年 3 月期 6,726 百万円  23 年 3 月期 6,847 百万円 

 

（３）連結キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ･フロー 
投資活動による 

キャッシュ･フロー
財務活動による 

キャッシュ･フロー
現金及び現金同等物

期末残高 
 百万円 百万円 百万円 百万円

24 年 3月期 1,496 △1,855 570 2,583
23 年 3月期 1,727 △1,123 △748 2,371

 
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 

配当金総

額(合計) 

配当性向

（連結） 

純資産

配当率

(連結)

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 百万円 ％

23 年 3 月期 ― ― ― 7.00 7.00 90 35.1 1.3
24 年 3 月期 ― ― ― 7.00 7.00 90 52.4 1.3
25年 3月期（予想） ― ― ― 7.00 7.00     ― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



(訂正後) 

1.平成 24 年 3 月期の連結業績（平成 23 年 4 月 1日～平成 24 年 3 月 31 日） 

（１）連結経営成績                                                     （％表示は対前期増減率） 

 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 42,147 3.6 726 △26.6 648 △32.8 164 △37.0
23年3月期 40,664 2.0 989 9.4 966 10.9 261 ― 
（注） 包括利益       24 年 3 月期  △23 百万円（―％）  23 年 3 月期 196 百万円（△44.9％） 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

営業収益 
営業利益率 

 円   銭 円   銭 ％ ％ ％

24年3月期 12.70 ― 2.4 2.2 1.7
23年3月期 19.93 ― 3.8 3.5 2.4
（参考）持分法投資損益    24 年 3 月期 ―万円   23 年 3 月期  ―百万円 

 
（２）連結財政状態 

 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 32,205 6,819 20.9 517.06
23 年 3月期 26,500 6,935 25.8 526.95
（参考）自己資本      24 年 3 月期 6,718 百万円  23 年 3 月期 6,847 百万円 

 

（３）連結キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ･フロー 
投資活動による 

キャッシュ･フロー
財務活動による 

キャッシュ･フロー
現金及び現金同等物

期末残高 
 百万円 百万円 百万円 百万円

24 年 3月期 1,510 △1,869 570 2,583
23 年 3月期 1,727 △1,123 △748 2,371

 
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 

配当金総

額(合計) 

配当性向

（連結） 

純資産

配当率

(連結)

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 百万円 ％

23 年 3 月期 ― ― ― 7.00 7.00 90 35.1 1.3
24 年 3 月期 ― ― ― 7.00 7.00 90 55.1 1.3
25年 3月期（予想） ― ― ― 7.00 7.00     ― 

 
〔２ページ〕 

 (訂正前) 

１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

①当連結会計年度の経営成績 

（省略） 

これらの他、当第４四半期より㈱青山本店を新たに連結子会社とした為、ロジネットジャパングルー

プ全体の営業収益は、前期比14億９千７百万円増(+3.7%)の421億６千１百万円となりました。 

利益面につきましては、原油価格の上昇による燃料費や航送料の負担増等により、経常利益は前期比

３億３百万円減（-31.4%）の６億６千２百万円となりました。 



当期純利益につきましては、固定資産除売却損、本社移転費用を計上したことにより前期比８千８百

万円減(-33.7%)の１億７千３百万円となりました。 

 

(省略) 

 

(2）財政状態に関する分析 

資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析 

当期末の総資産は、前期末から56億９千５百万円増加し321億９千６百万円となりました。この主な

要因は、㈱青山本店を子会社化し、その資産を新たに連結財務諸表に組み入れたこと、本社ビルを取得

したことであります。 

負債は前期末から58億３百万円増加し253億６千８百万円となりました。この主な要因は、㈱青山本

店を子会社化し、その負債を新たに連結財務諸表に組み入れたことであります。 

これらの結果、純資産は68億２千８百万円となり、純資産から少数株主持分を控除した後の自己資本

比率は20.9%となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

当期において、営業活動により増加した資金は、14億９千６百万円（前年同期は17億２千７百万円

の増加）となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益４億５百万円及び減価償却費12億６百

万円によるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

当期において、投資活動に支出した資金は、18億５千５百万円（前年同期は11億２千３百万円の支

出）となりました。主な要因は、有形固定資産取得による支出であります。 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

当期において、財務活動により増加した資金は、５億７千万円（前年同期は７億４千８百万円の支

出）となりました。主な要因は、短期借入金の増加によるものであります。 

 

以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は前期末から２億１千２百万円増加し、25億８千３百万

円となりました。 

 
(訂正後) 
１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

①当連結会計年度の経営成績 

（省略） 

これらの他、当第４四半期より㈱青山本店を新たに連結子会社とした為、ロジネットジャパングルー

プ全体の営業収益は、前期比14億８千３百万円増(+3.6%)の421億４千７百万円となりました。 

利益面につきましては、原油価格の上昇による燃料費や航送料の負担増等により、経常利益は前期比

３億１千７百万円減（-32.8%）の６億４千８百万円となりました。 

当期純利益につきましては、固定資産除売却損、本社移転費用を計上したことにより前期比９千６百

万円減(-37.0%)の１億６千４百万円となりました。 

 



(省略) 

 

(2）財政状態に関する分析 

資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析 

当期末の総資産は、前期末から57億４百万円増加し322億５百万円となりました。この主な要因は、

㈱青山本店を子会社化し、その資産を新たに連結財務諸表に組み入れたこと、本社ビルを取得したこと

であります。 

負債は前期末から58億２千万円増加し253億８千５百万円となりました。この主な要因は、㈱青山本

店を子会社化し、その負債を新たに連結財務諸表に組み入れたことであります。 

これらの結果、純資産は68億１千９百万円となり、純資産から少数株主持分を控除した後の自己資本

比率は20.9%となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

当期において、営業活動により増加した資金は、15億１千万円（前年同期は17億２千７百万円の増

加）となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益３億９千１百万円及び減価償却費12億６百

万円によるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

当期において、投資活動に支出した資金は、18億６千９百万円（前年同期は11億２千３百万円の支

出）となりました。主な要因は、有形固定資産取得による支出であります。 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

当期において、財務活動により増加した資金は、５億７千万円（前年同期は７億４千８百万円の支

出）となりました。主な要因は、短期借入金の増加によるものであります。 

 

以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は前期末から２億１千２百万円増加し、25億８千３百万

円となりました。 

 
 
 
 



３．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,386,556 2,586,577

受取手形 627,264 889,474

営業未収入金及び売掛金 4,429,335 5,891,738

有価証券 20,000 －

たな卸資産 66,276 34,477

繰延税金資産 163,913 157,289

その他 814,496 1,033,222

貸倒引当金 △7,199 △12,305

流動資産合計 8,500,644 10,580,475

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,392,024 13,179,224

減価償却累計額 △8,373,735 △8,546,356

建物及び構築物（純額） 4,018,288 4,632,867

機械装置及び運搬具 7,062,128 7,598,694

減価償却累計額 △4,196,096 △4,452,850

機械装置及び運搬具（純額） 2,866,031 3,145,844

土地 6,140,529 7,141,767

リース資産 730,302 1,055,037

減価償却累計額 △192,678 △302,806

リース資産（純額） 537,624 752,230

建設仮勘定 － 146,100

その他 1,139,101 986,352

減価償却累計額 △734,561 △634,064

その他（純額） 404,539 352,288

有形固定資産合計 13,967,014 16,171,098

無形固定資産   

のれん － 1,028,141

その他 172,098 182,827

無形固定資産合計 172,098 1,210,968

投資その他の資産   

投資有価証券 1,610,120 1,682,374

繰延税金資産 182,964 182,985

差入保証金 1,552,916 1,851,461

その他 567,217 566,175

貸倒引当金 △52,024 △48,713

投資その他の資産合計 3,861,194 4,234,283

固定資産合計 18,000,307 21,616,350

資産合計 26,500,951 32,196,825

〔５ページ〕 
（訂正前）

k-watanabe
下線

k-watanabe
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k-watanabe
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下線
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 606,061 572,767

営業未払金及び買掛金 3,402,144 4,599,537

短期借入金 8,830,089 11,204,838

リース債務 156,069 233,679

未払法人税等 128,065 121,499

役員賞与引当金 44,525 38,845

その他 1,524,787 2,469,888

流動負債合計 14,691,741 19,241,055

固定負債   

長期借入金 3,596,679 4,616,782

リース債務 468,874 548,412

繰延税金負債 208,563 304,245

退職給付引当金 165,224 175,529

役員退職慰労引当金 130,460 151,670

資産除去債務 11,662 72,058

その他 291,978 259,068

固定負債合計 4,873,442 6,127,766

負債合計 19,565,184 25,368,821

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 556,997 557,007

利益剰余金 5,752,595 5,835,356

自己株式 △304,934 △305,206

株主資本合計 7,004,658 7,087,157

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △157,624 △360,268

その他の包括利益累計額合計 △157,624 △360,268

少数株主持分 88,732 101,115

純資産合計 6,935,767 6,828,004

負債純資産合計 26,500,951 32,196,825
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３．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,386,556 2,586,577

受取手形 627,264 889,474

営業未収入金及び売掛金 4,429,335 5,880,891

有価証券 20,000 －

たな卸資産 66,276 34,477

繰延税金資産 163,913 168,142

その他 814,496 1,033,222

貸倒引当金 △7,199 △12,305

流動資産合計 8,500,644 10,580,481

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,392,024 13,179,224

減価償却累計額 △8,373,735 △8,546,356

建物及び構築物（純額） 4,018,288 4,632,867

機械装置及び運搬具 7,062,128 7,598,694

減価償却累計額 △4,196,096 △4,452,850

機械装置及び運搬具（純額） 2,866,031 3,145,844

土地 6,140,529 7,141,767

リース資産 730,302 1,055,037

減価償却累計額 △192,678 △302,806

リース資産（純額） 537,624 752,230

建設仮勘定 － 146,100

その他 1,139,101 986,352

減価償却累計額 △734,561 △634,064

その他（純額） 404,539 352,288

有形固定資産合計 13,967,014 16,171,098

無形固定資産   

のれん － 1,036,312

その他 172,098 182,827

無形固定資産合計 172,098 1,219,139

投資その他の資産   

投資有価証券 1,610,120 1,682,374

繰延税金資産 182,964 182,985

差入保証金 1,552,916 1,851,461

その他 567,217 566,175

貸倒引当金 △52,024 △48,713

投資その他の資産合計 3,861,194 4,234,283

固定資産合計 18,000,307 21,624,521

資産合計 26,500,951 32,205,002
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 606,061 572,767

営業未払金及び買掛金 3,402,144 4,603,095

短期借入金 8,830,089 11,204,838

リース債務 156,069 233,679

未払法人税等 128,065 121,499

役員賞与引当金 44,525 38,845

その他 1,524,787 2,483,239

流動負債合計 14,691,741 19,257,964

固定負債   

長期借入金 3,596,679 4,616,782

リース債務 468,874 548,412

繰延税金負債 208,563 304,245

退職給付引当金 165,224 175,529

役員退職慰労引当金 130,460 151,670

資産除去債務 11,662 72,058

その他 291,978 259,068

固定負債合計 4,873,442 6,127,766

負債合計 19,565,184 25,385,731

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 556,997 557,007

利益剰余金 5,752,595 5,826,623

自己株式 △304,934 △305,206

株主資本合計 7,004,658 7,078,424

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △157,624 △360,268

その他の包括利益累計額合計 △157,624 △360,268

少数株主持分 88,732 101,115

純資産合計 6,935,767 6,819,271

負債純資産合計 26,500,951 32,205,002
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業収益 40,664,138 42,161,353

営業原価 38,251,765 39,898,723

営業総利益 2,412,372 2,262,629

販売費及び一般管理費 1,422,741 1,522,606

営業利益 989,630 740,023

営業外収益   

受取利息 15,610 15,705

受取配当金 29,696 48,198

寮収入 46,215 39,171

補助金収入 104,840 －

その他 71,521 101,986

営業外収益合計 267,883 205,062

営業外費用   

支払利息 137,843 144,959

寮支出 133,245 114,964

その他 20,380 22,410

営業外費用合計 291,468 282,335

経常利益 966,045 662,750

特別利益   

固定資産売却益 56 162

投資有価証券売却益 39,797 7,481

その他 292 －

特別利益合計 40,146 7,643

特別損失   

固定資産除売却損 124,886 217,901

前期損益修正損 61,078 －

投資有価証券評価損 26,851 －

災害による損失 17,207 －

パレット整理損 75,417 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 81,750 －

本社移転費用 － 36,580

その他 24,547 10,843

特別損失合計 411,740 265,325

税金等調整前当期純利益 594,452 405,068

法人税、住民税及び事業税 173,988 206,933

法人税等調整額 136,136 10,114

法人税等合計 310,125 217,048

少数株主損益調整前当期純利益 284,327 188,019

少数株主利益 22,345 14,302

当期純利益 261,981 173,716
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 284,327 188,019

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △87,909 △202,644

その他の包括利益合計 △87,909 △202,644

包括利益 196,417 △14,624

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 174,072 △28,927

少数株主に係る包括利益 22,345 14,302
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業収益 40,664,138 42,147,634

営業原価 38,251,765 39,898,723

営業総利益 2,412,372 2,248,910

販売費及び一般管理費 1,422,741 1,522,709

営業利益 989,630 726,200

営業外収益   

受取利息 15,610 15,705

受取配当金 29,696 48,198

寮収入 46,215 39,171

補助金収入 104,840 1,389

その他 71,521 100,596

営業外収益合計 267,883 205,062

営業外費用   

支払利息 137,843 144,959

寮支出 133,245 114,964

その他 20,380 22,410

営業外費用合計 291,468 282,335

経常利益 966,045 648,928

特別利益   

固定資産売却益 56 162

投資有価証券売却益 39,797 7,481

その他 292 －

特別利益合計 40,146 7,643

特別損失   

固定資産除売却損 124,886 217,901

前期損益修正損 61,078 －

投資有価証券評価損 26,851 －

災害による損失 17,207 －

パレット整理損 75,417 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 81,750 －

本社移転費用 － 36,580

その他 24,547 10,843

特別損失合計 411,740 265,325

税金等調整前当期純利益 594,452 391,245

法人税、住民税及び事業税 173,988 206,933

法人税等調整額 136,136 5,025

法人税等合計 310,125 211,958

少数株主損益調整前当期純利益 284,327 179,287

少数株主利益 22,345 14,302

当期純利益 261,981 164,984
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 284,327 179,287

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △87,909 △202,644

その他の包括利益合計 △87,909 △202,644

包括利益 196,417 △23,357

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 174,072 △37,806

少数株主に係る包括利益 22,345 14,449
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 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

  （省略）  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭526 95

１株当たり当期純利益金額      円 銭19 93

１株当たり純資産額 円 銭517 73

１株当たり当期純利益金額      円 銭13 37

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株予約権等潜在株式がないため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株予約権等潜在株式がないため記載しておりませ

ん。 

  
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当期純利益（千円）  261,981  173,716

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  261,981  173,716

期中平均株式数（千株）  13,143  12,993
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 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

  （省略）  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭526 95

１株当たり当期純利益金額      円 銭19 93

１株当たり純資産額 円 銭517 6

１株当たり当期純利益金額      円 銭12 70

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株予約権等潜在株式がないため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株予約権等潜在株式がないため記載しておりませ

ん。 

  
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当期純利益（千円）  261,981  164,984

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  261,981  164,984

期中平均株式数（千株）  13,143  12,993
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 594,452 405,068

減価償却費 1,175,412 1,206,568

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 81,750 －

のれん償却額 26,991 13,014

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20,858 △4,850

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 440 △5,680

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,491 10,305

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,460 △38,790

受取利息及び受取配当金 △45,306 △63,904

支払利息 137,843 144,959

投資有価証券売却損益（△は益） △39,797 △7,481

有形固定資産売却損益（△は益） △1,420 △11,962

投資有価証券評価損益（△は益） 26,851 －

有形固定資産除却損 115,416 220,270

売上債権の増減額（△は増加） 451,627 △789,651

たな卸資産の増減額（△は増加） △28,984 31,798

仕入債務の増減額（△は減少） △492,839 472,745

未払消費税等の増減額（△は減少） 132,250 △88,983

その他 △149,082 295,525

小計 1,949,793 1,788,952

利息及び配当金の受取額 45,312 66,737

利息の支払額 △139,676 △140,176

法人税等の支払額 △128,403 △218,832

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,727,026 1,496,681

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △20,000 －

有価証券の売却による収入 － 20,000

有形固定資産の除却による支出 △75,417 △24,186

有形固定資産の取得による支出 △1,804,328 △2,047,006

有形固定資産の売却による収入 85,445 42,574

無形固定資産の取得による支出 △46,616 △50,306

投資有価証券の取得による支出 △333,268 △222,493

投資有価証券の売却による収入 1,028,303 188,257

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 78,537

貸付けによる支出 △1,757 △372,730

貸付金の回収による収入 2,276 361,686

その他の投資による支出 △47,754 △71,906

その他の投資回収による収入 89,798 242,472

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,123,317 △1,855,100
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３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） 100,000 1,342,396

長期借入れによる収入 1,900,500 4,182,200

長期借入金の返済による支出 △2,115,335 △4,634,331

リース債務の返済による支出 △157,345 △226,189

社債の償還による支出 △300,000 －

自己株式の取得による支出 △56,798 △949

自己株式の売却による収入 687 687

配当金の支払額 △118,614 △90,956

少数株主への配当金の支払額 △1,895 △1,920

財務活動によるキャッシュ・フロー △748,801 570,937

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △145,093 212,517

現金及び現金同等物の期首残高 2,516,552 2,371,459

現金及び現金同等物の期末残高 2,371,459 2,583,977



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 594,452 391,245

減価償却費 1,175,412 1,206,568

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 81,750 －

のれん償却額 26,991 13,117

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20,858 △4,850

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 440 △5,680

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,491 10,305

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,460 △38,790

受取利息及び受取配当金 △45,306 △63,904

支払利息 137,843 144,959

投資有価証券売却損益（△は益） △39,797 △7,481

有形固定資産売却損益（△は益） △1,420 △11,962

投資有価証券評価損益（△は益） 26,851 －

有形固定資産除却損 115,416 220,270

売上債権の増減額（△は増加） 451,627 △778,805

たな卸資産の増減額（△は増加） △28,984 31,798

仕入債務の増減額（△は減少） △492,839 476,303

未払消費税等の増減額（△は減少） 132,250 △90,370

その他 △149,082 310,264

小計 1,949,793 1,802,989

利息及び配当金の受取額 45,312 66,737

利息の支払額 △139,676 △140,176

法人税等の支払額 △128,403 △218,832

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,727,026 1,510,718

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △20,000 －

有価証券の売却による収入 － 20,000

有形固定資産の除却による支出 △75,417 △24,186

有形固定資産の取得による支出 △1,804,328 △2,047,006

有形固定資産の売却による収入 85,445 42,574

無形固定資産の取得による支出 △46,616 △50,306

投資有価証券の取得による支出 △333,268 △222,493

投資有価証券の売却による収入 1,028,303 188,257

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 64,500

貸付けによる支出 △1,757 △12,730

貸付金の回収による収入 2,276 1,686

その他の投資による支出 △47,754 △71,906

その他の投資回収による収入 89,798 242,472

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,123,317 △1,869,137
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３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） 100,000 1,342,396

長期借入れによる収入 1,900,500 4,182,200

長期借入金の返済による支出 △2,115,335 △4,634,331

リース債務の返済による支出 △157,345 △226,189

社債の償還による支出 △300,000 －

自己株式の取得による支出 △56,798 △949

自己株式の売却による収入 687 687

配当金の支払額 △118,614 △90,956

少数株主への配当金の支払額 △1,895 △1,920

財務活動によるキャッシュ・フロー △748,801 570,937

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △145,093 212,517

現金及び現金同等物の期首残高 2,516,552 2,371,459

現金及び現金同等物の期末残高 2,371,459 2,583,977



Ⅰ 前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

  （省略）  

Ⅱ 当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

        （省略） 

３．報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

                                        (単位：千円) 

(注)「その他」は、純粋持株会社である当社及び株式会社青山本店とその子会社に係る金額であります。  

  

(8)連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等）

セグメント情報

  

報告セグメント 

その他(注) 合計 札幌通運  

グループ 

中央通運  

グループ 
計 

営業収益 

 外部顧客への営業収益 

セグメント間の内部営業収益 

又は振替高   

34,930,207

4,782,886

5,450,373

443,766

40,380,580

5,226,652

1,780,772

446,593

42,161,353

5,673,246

計 39,713,093 5,894,139 45,607,233 2,227,366 47,834,599

セグメント利益 572,552 172,904 745,457 116,857 862,314

セグメント資産 24,332,811 3,863,303 28,196,114 12,134,501 40,330,615

セグメント負債  18,280,534 3,317,609 21,598,144 5,261,839 26,859,984

その他の項目  

 減価償却費 

 受取利息 

 支払利息  

957,713

18,733

90,723

147,189

53

35,416

1,104,903

18,787

126,139

102,883

218

22,119

1,207,786

19,005

148,259
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４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事

項） 

(単位：千円)

(単位：千円)

(単位：千円)

(単位：千円)

  

(単位：千円)

  

営業収益 

報告セグメント計 

「その他」の区分の営業収益 

セグメント間取引消去  

45,607,233

2,227,366

△5,673,246

連結財務諸表の営業収益  42,161,353

利益 

報告セグメント計 

「その他」の区分の利益 

セグメント間取引消去  

745,457

116,857

△122,291

連結財務諸表の営業利益  740,023

資産 

報告セグメント計 

「その他」の区分の資産 

セグメント間取引消去  

28,196,114

12,134,501

△8,133,789

連結財務諸表の資産合計 32,196,825

負債 

報告セグメント計 

「その他」の区分の負債 

セグメント間取引消去  

21,598,144

5,261,839

△1,491,162

連結財務諸表の負債合計 25,368,821

その他の項目 報告セグメント計 その他  調整額 連結財務諸表計上額

減価償却費 1,104,903 102,883 △1,218 1,206,568

受取利息  18,787 218 △3,300 15,705

支払利息  126,139 22,119 △3,300 144,959
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,000,000 1,000,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,000,000 1,000,000

資本剰余金   

当期首残高 556,843 556,997

当期変動額   

自己株式の処分 153 9

当期変動額合計 153 9

当期末残高 556,997 557,007

利益剰余金   

当期首残高 5,609,228 5,752,595

当期変動額   

剰余金の配当 △118,614 △90,956

当期純利益 261,981 173,716

当期変動額合計 143,366 82,760

当期末残高 5,752,595 5,835,356

自己株式   

当期首残高 △248,669 △304,934

当期変動額   

自己株式の取得 △56,798 △298

自己株式の処分 533 26

当期変動額合計 △56,264 △272

当期末残高 △304,934 △305,206

株主資本合計   

当期首残高 6,917,402 7,004,658

当期変動額   

剰余金の配当 △118,614 △90,956

当期純利益 261,981 173,716

自己株式の取得 △56,798 △298

自己株式の処分 687 36

当期変動額合計 87,256 82,498

当期末残高 7,004,658 7,087,157
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △69,714 △157,624

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △87,909 △202,644

当期変動額合計 △87,909 △202,644

当期末残高 △157,624 △360,268

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △69,714 △157,624

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △87,909 △202,644

当期変動額合計 △87,909 △202,644

当期末残高 △157,624 △360,268

少数株主持分   

当期首残高 64,918 88,732

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 23,813 12,382

当期変動額合計 23,813 12,382

当期末残高 88,732 101,115

純資産合計   

当期首残高 6,912,607 6,935,767

当期変動額   

剰余金の配当 △118,614 △90,956

当期純利益 261,981 173,716

自己株式の取得 △56,798 △298

自己株式の処分 687 36

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △64,095 △190,261

当期変動額合計 23,160 △107,763

当期末残高 6,935,767 6,828,004
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Ⅰ 前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

  （省略）  

Ⅱ 当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

        （省略） 

３．報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

                                        (単位：千円) 

(注)「その他」は、純粋持株会社である当社及び株式会社青山本店とその子会社に係る金額であります。  

  

(8)連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等）

セグメント情報

  

報告セグメント 

その他(注) 合計 札幌通運  

グループ 

中央通運  

グループ 
計 

営業収益 

 外部顧客への営業収益 

セグメント間の内部営業収益 

又は振替高   

34,930,207

4,782,886

5,450,373

443,766

40,380,580

5,226,652

1,767,053

446,593

42,147,634

5,673,246

計 39,713,093 5,894,139 45,607,233 2,213,647 47,820,880

セグメント利益 572,552 172,904 745,457 103,034 848,492

セグメント資産 24,332,811 3,863,303 28,196,114 12,134,507 40,330,622

セグメント負債  18,280,534 3,317,609 21,598,144 5,278,749 26,876,893

その他の項目  

 減価償却費 

 受取利息 

 支払利息  

957,713

18,733

90,723

147,189

53

35,416

1,104,903

18,787

126,139

102,883

218

22,119

1,207,786

19,005

148,259
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４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事

項） 

(単位：千円)

(単位：千円)

(単位：千円)

(単位：千円)

  

(単位：千円)

  

営業収益 

報告セグメント計 

「その他」の区分の営業収益 

セグメント間取引消去  

45,607,233

2,213,647

△5,673,246

連結財務諸表の営業収益  42,147,634

利益 

報告セグメント計 

「その他」の区分の利益 

セグメント間取引消去  

745,457

103,034

△122,291

連結財務諸表の営業利益  726,200

資産 

報告セグメント計 

「その他」の区分の資産 

セグメント間取引消去  

28,196,114

12,134,507

△8,125,619

連結財務諸表の資産合計 32,205,002

負債 

報告セグメント計 

「その他」の区分の負債 

セグメント間取引消去  

21,598,144

5,278,749

△1,491,162

連結財務諸表の負債合計 25,385,731

その他の項目 報告セグメント計 その他  調整額 連結財務諸表計上額

減価償却費 1,104,903 102,883 △1,218 1,206,568

受取利息  18,787 218 △3,300 15,705

支払利息  126,139 22,119 △3,300 144,959
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,000,000 1,000,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,000,000 1,000,000

資本剰余金   

当期首残高 556,843 556,997

当期変動額   

自己株式の処分 153 9

当期変動額合計 153 9

当期末残高 556,997 557,007

利益剰余金   

当期首残高 5,609,228 5,752,595

当期変動額   

剰余金の配当 △118,614 △90,956

当期純利益 261,981 164,984

当期変動額合計 143,366 74,027

当期末残高 5,752,595 5,826,623

自己株式   

当期首残高 △248,669 △304,934

当期変動額   

自己株式の取得 △56,798 △298

自己株式の処分 533 26

当期変動額合計 △56,264 △272

当期末残高 △304,934 △305,206

株主資本合計   

当期首残高 6,917,402 7,004,658

当期変動額   

剰余金の配当 △118,614 △90,956

当期純利益 261,981 164,984

自己株式の取得 △56,798 △298

自己株式の処分 687 36

当期変動額合計 87,256 73,765

当期末残高 7,004,658 7,078,424
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △69,714 △157,624

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △87,909 △202,644

当期変動額合計 △87,909 △202,644

当期末残高 △157,624 △360,268

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △69,714 △157,624

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △87,909 △202,644

当期変動額合計 △87,909 △202,644

当期末残高 △157,624 △360,268

少数株主持分   

当期首残高 64,918 88,732

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 23,813 12,382

当期変動額合計 23,813 12,382

当期末残高 88,732 101,115

純資産合計   

当期首残高 6,912,607 6,935,767

当期変動額   

剰余金の配当 △118,614 △90,956

当期純利益 261,981 164,984

自己株式の取得 △56,798 △298

自己株式の処分 687 36

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △64,095 △190,261

当期変動額合計 23,160 △116,495

当期末残高 6,935,767 6,819,271
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