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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年3月21日～平成23年9月20日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 4,722 △1.0 166 25.7 177 26.7 95 87.0
23年3月期第2四半期 4,771 △0.9 132 △35.1 140 △35.4 51 △58.3

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2四半期 12.68 ―

23年3月期第2四半期 6.78 ―

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2四半期 9,143 6,829 74.7 906.77
23年3月期 8,766 6,775 77.3 899.30

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  6,829百万円 23年3月期  6,775百万円

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 ― 5.00

24年3月期（予想） ― 5.00 10.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年3月21日～平成24年3月20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  ：  無  
 

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 9,500 2.4 400 51.8 400 46.7 200 73.6 26.54



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有な会計処理の適用の有無になります。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる事項等の変更」に記載される四半期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
無になります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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   ：  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2Q 7,560,000 株 23年3月期 7,560,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 28,006 株 23年3月期 26,018 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 7,532,693 株 23年3月期2Q 7,535,435 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ます。なお当第２四半期決算短信の開示時点において、当第２四半期
会計（累計）期間に係る四半期財務諸表に関する監査法人のレビュー手続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、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は、添付資料２ページ「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２四半期累計期間における日本経済は、平成23年３月11日に発生しました東日本大震災、および

原発事故に伴う節電対応等により大きく停滞し、たいへん厳しい状況で推移いたしました。現在、震災

直後の大きな落ち込みからは回復傾向を示しておりますが、急激な円高の進行等により景気は先行き不

透明な状況となっております。 

当社は、前年同期と比較して、営業収益は減少しました。また経常利益は、燃料費が上がり、建物の

取得税等の一時的経費があったものの、車両の代替えが少ないことにより減価償却費が抑えられまし

た。また、前年同期にあった貸倒損失がなかったため増益となりました。 

その結果、営業収益4,722百万円、経常利益は177百万円、四半期純利益は95百万円となりました。 

  

資産、負債及び純資産の概況  

流動資産は、3,525百万円(前期末比0.9%増、32百万円増)となり、そのうち受取手形及び営業未収入

金は、1,590百万円(前期末比93百万円増)となりました。 

固定資産は、5,617百万円(前期末比6.5%増、345百万円増)となり、そのうち有形固定資産は、5,144

百万円（前期末比356百万円増）となりました。 

流動負債は、1,599百万円(前期末比14.2%増、198百万円増)となり、そのうち支払手形及び営業未払

金は、661百万円（前期末比122百万円増）となりました。 

固定負債は、714百万円(前期末比21.0%増、123百万円増)となり、そのうち長期借入金は、288百万円

（前期末比119百万円増）となりました。 

純資産の部は、6,829百万円（前期末比0.8%増、54百万円増）となり、そのうち利益剰余金は、4,572

百万円（前期末比57百万円増）となりました。 

  

当第２四半期の業績は、概ね予想通り推移しており、業績予想については、平成23年８月２日の第１

四半期決算短信発表時点と変更ありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報

(3) 業績予想に関する定性的情報
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定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方

法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められる場合は、前事業年度において使用した将来の業績予測や

タックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

なお、これによる営業利益、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。ま

た、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額はありません。 

  

  

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

①固定資産の減価償却費の算定方法

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末
(平成23年９月20日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成23年３月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,571,745 1,651,760

受取手形及び営業未収入金 1,590,649 1,497,072

有価証券 199,959 200,000

貯蔵品 10,329 13,665

その他 161,512 139,719

貸倒引当金 △8,240 △8,282

流動資産合計 3,525,956 3,493,936

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,389,897 4,825,923

減価償却累計額 △3,700,715 △3,499,062

建物及び構築物（純額） 1,689,182 1,326,860

機械装置及び運搬具 2,380,981 2,416,903

減価償却累計額 △2,242,244 △2,255,631

機械装置及び運搬具（純額） 138,736 161,271

土地 3,275,445 3,275,445

その他 187,995 166,725

減価償却累計額 △146,922 △141,910

その他（純額） 41,072 24,815

有形固定資産合計 5,144,437 4,788,393

無形固定資産 29,090 32,972

投資その他の資産

投資有価証券 174,998 180,208

差入保証金 97,064 97,171

その他 174,331 176,024

貸倒引当金 △2,674 △2,674

投資その他の資産合計 443,719 450,729

固定資産合計 5,617,246 5,272,094

資産合計 9,143,203 8,766,031
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末
(平成23年９月20日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成23年３月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 661,144 538,495

1年内返済予定の長期借入金 129,706 125,806

未払法人税等 73,320 18,928

賞与引当金 194,334 205,620

役員賞与引当金 10,000 16,000

その他 530,811 495,709

流動負債合計 1,599,316 1,400,559

固定負債

長期借入金 288,624 168,752

退職給付引当金 197,856 211,493

役員退職慰労引当金 173,772 171,205

その他 53,815 38,714

固定負債合計 714,067 590,165

負債合計 2,313,384 1,990,724

純資産の部

株主資本

資本金 1,140,000 1,140,000

資本剰余金 1,120,000 1,120,000

利益剰余金 4,572,141 4,514,308

自己株式 △10,268 △9,739

株主資本合計 6,821,873 6,764,568

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 7,945 10,737

評価・換算差額等合計 7,945 10,737

純資産合計 6,829,819 6,775,306

負債純資産合計 9,143,203 8,766,031
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(2) 四半期損益計算書

【第２四半期累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成22年３月21日
至 平成22年９月20日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年３月21日
至 平成23年９月20日)

営業収益 4,771,809 4,722,468

営業原価 4,421,886 4,370,190

営業総利益 349,922 352,277

販売費及び一般管理費 217,477 185,838

営業利益 132,444 166,439

営業外収益

受取利息 394 295

受取配当金 3,832 8,533

その他 7,265 5,064

営業外収益合計 11,492 13,892

営業外費用

支払利息 3,765 2,766

営業外費用合計 3,765 2,766

経常利益 140,172 177,565

特別利益

固定資産売却益 1,831 1,264

特別利益合計 1,831 1,264

特別損失

固定資産除却損 98 8

役員退職慰労金 39,377 －

特別損失合計 39,476 8

税引前四半期純利益 102,526 178,821

法人税、住民税及び事業税 22,000 65,000

法人税等調整額 29,468 18,318

法人税等合計 51,468 83,318

四半期純利益 51,058 95,502
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【第２四半期会計期間】

(単位：千円)

前第２四半期会計期間
(自 平成22年６月21日
至 平成22年９月20日)

当第２四半期会計期間
(自 平成23年６月21日
至 平成23年９月20日)

営業収益 2,459,714 2,460,103

営業原価 2,273,761 2,275,432

営業総利益 185,953 184,671

販売費及び一般管理費 99,937 91,031

営業利益 86,015 93,640

営業外収益

受取利息 163 148

受取配当金 3,337 4,623

その他 2,890 1,773

営業外収益合計 6,391 6,545

営業外費用

支払利息 1,812 1,359

営業外費用合計 1,812 1,359

経常利益 90,594 98,827

特別利益

固定資産売却益 1,401 615

特別利益合計 1,401 615

特別損失

固定資産除却損 － 8

特別損失合計 － 8

税引前四半期純利益 91,995 99,434

法人税、住民税及び事業税 △1,000 7,000

法人税等調整額 43,771 38,889

法人税等合計 42,771 45,889

四半期純利益 49,224 53,545

大宝運輸㈱（9040）平成24年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

7



(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成22年３月21日
至 平成22年９月20日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年３月21日
至 平成23年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 102,526 178,821

減価償却費 127,078 98,718

貸倒引当金の増減額（△は減少） 28,774 △42

賞与引当金の増減額（△は減少） △390 △11,286

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,500 △6,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,179 △13,637

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △33,912 2,566

受取利息及び受取配当金 △4,226 △8,828

支払利息 3,765 2,766

有形固定資産売却損益（△は益） △1,831 △1,264

有形固定資産除却損 98 8

売上債権の増減額（△は増加） △224,945 △93,576

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,513 3,336

仕入債務の増減額（△は減少） 119,160 122,648

その他 △14,007 △7,582

小計 73,897 266,648

利息及び配当金の受取額 4,146 8,748

利息の支払額 △3,765 △2,766

法人税等の支払額 △95,599 △9,022

営業活動によるキャッシュ・フロー △21,319 263,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 10,064 －

有形固定資産の取得による支出 △82,490 △430,505

有形固定資産の売却による収入 8,849 2,685

有価証券の取得による支出 △199,840 △199,920

有価証券の償還による収入 200,000 200,000

その他 △15,644 △607

投資活動によるキャッシュ・フロー △79,061 △428,348

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金による収入 － 195,000

長期借入金の返済による支出 △67,898 △71,228

リース債務の返済による支出 － △888

配当金の支払額 △37,648 △37,629

その他 △236 △528

財務活動によるキャッシュ・フロー △105,782 84,725

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △206,163 △80,015

現金及び現金同等物の期首残高 1,721,867 1,651,760

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,515,703 1,571,745
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該当事項はありません。 

  

当社は物流事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 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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