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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 6,679 △13.9 161 △55.0 170 △52.0 83 △49.5
24年3月期第3四半期 7,759 12.4 358 15.3 354 16.8 166 15.5

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 82百万円 （△44.9％） 24年3月期第3四半期 149百万円 （6.5％）

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 8.01 ―
24年3月期第3四半期 15.88 ―

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 9,130 4,781 52.1
24年3月期 9,570 4,777 49.7
（参考） 自己資本  25年3月期第3四半期  4,753百万円 24年3月期  4,751百万円

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 ― 0.00 ― 7.50 7.50
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 7.50 7.50

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  ：  無   

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 9,300 △10.6 330 △25.5 320 △31.9 185 △22.6 17.68



(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  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（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」をご覧下さい。 

(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 
 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、四半期連結財務諸表に対
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２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

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   ：  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 10,500,000 株 24年3月期 10,500,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 39,655 株 24年3月期 36,988 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 10,462,260 株 24年3月期3Q 10,465,316 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要等を背景とした国内

景気は回復が見込まれつつあるものの、欧州債務危機による金融不安や、中国経済の成長鈍化等、世界

経済の減速で景気先行きは不透明な状況となっております。

この間、当社グループを取りまく経営環境は、海運、造船業の不況や、設備投資の低迷等により国内

貨物は荷動きが低調であり、引き続き厳しい経営環境で推移しました。

このような情勢のもと、東日本大震災の復興需要に積極的に取り組むなど、幅広い営業活動を展開し

ました。また、昨年９月には堺事業所に２棟目の開閉式テント倉庫を建設し、重量物等の保管能力を高

めるとともに、顧客ニーズに合わせたサービスの向上に努めました。しかしながら、国内貨物の減少

や、円高による輸出貨物の減少等により、当第３四半期連結累計期間の営業収入は66億79百万円と前年

同四半期比13.9％の減収となりました。

一方、利益面におきましては、操業度の低下や価格競争激化など厳しい受注環境のなか、全社的にコ

ストダウンに取り組み、収益率改善に取り組みましたが、営業収入の減少を補うことが出来ず、経常利

益は1億70百万円と前年同四半期比52.0％の減益となりました。また、四半期純利益につきましては、

83百万円と前年同四半期比49.5％の減益となりました。

セグメント別にみますと、物流事業につきましては、プラント機器類の海上輸送や、シールド掘進機

等の大型重量物の輸送作業等が減少した結果、物流事業の収入は64億37百万円と前年同四半期比10億53

百万円(14.1％)の減収となり、セグメント利益は4億47百万円と前年同四半期比2億43百万円(35.2％)の

減益となりました。

その他につきましては、車両等整備が減少した結果、その他の収入は2億41百万円と前年同四半期比

26百万円(9.8％)の減収となり、セグメント利益は61百万円と前年同四半期比7百万円(10.7％)の減益と

なりました。

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ4億40百万円減少して91億30百万

円となりました。流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ2億58百万円減少して34億55百万円とな

りました。固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ1億82百万円減少して56億74百万円となりまし

た。

流動資産の減少の主な要因は、受取手形及び売掛金が2億41百万円減少したことによるものでありま

す。

固定資産のうち、有形固定資産は前連結会計年度末に比べ1億43百万円減少して54億1百万円となりま

した。この主な要因は、減価償却によるものであります。

流動負債につきましては、前連結会計年度末に比べ2億78百万円減少して26億52百万円となりまし

た。この主な要因は、支払手形及び買掛金が1億25百万円減少したことによるものであります。

固定負債につきましては、前連結会計年度末に比べ1億65百万円減少して16億96百万円となりまし

た。この主な要因は長期借入金が減少したことによるものであります。

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ3百万円増加して47億81百万円と

なりました。この主な要因は利益剰余金の増加によるものであります。

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の49.7％から52.1％となりました。

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年10月31日発表の業績予想に変更はありません。

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計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す

る方法を採用しております。ただし、見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純利益に一時

差異に該当しない重要な差異を加減した上で、法定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。

この変更に伴う、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に

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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：千円)

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 827,159 763,631

受取手形及び売掛金 2,380,282 2,138,387

繰延税金資産 107,210 113,310

その他 407,941 447,560

貸倒引当金 △8,491 △6,929

流動資産合計 3,714,101 3,455,962

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 830,102 808,913

土地 4,047,092 4,047,092

その他（純額） 668,260 545,643

有形固定資産合計 5,545,455 5,401,649

無形固定資産

その他 28,656 27,008

無形固定資産合計 28,656 27,008

投資その他の資産

投資有価証券 184,056 178,303

その他 108,302 77,612

貸倒引当金 △10,134 △10,277

投資その他の資産合計 282,224 245,639

固定資産合計 5,856,336 5,674,297

資産合計 9,570,438 9,130,259
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(単位：千円)

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

支払手形及び買掛金 793,441 667,469

短期借入金 1,206,000 1,260,000

1年内返済予定の長期借入金 169,842 154,842

未払法人税等 156,199 81,473

賞与引当金 245,131 108,193

役員賞与引当金 21,300 9,680

その他 338,570 370,401

流動負債合計 2,930,484 2,652,058

固定負債

長期借入金 457,617 380,196

繰延税金負債 226,995 223,396

退職給付引当金 671,925 699,679

役員退職慰労引当金 80,180 50,639

特別修繕引当金 44,644 56,524

その他 380,607 286,514

固定負債合計 1,861,969 1,696,949

負債合計 4,792,453 4,349,008

純資産の部

株主資本

資本金 525,000 525,000

資本剰余金 112,420 112,420

利益剰余金 4,077,087 4,082,495

自己株式 △6,791 △7,343

株主資本合計 4,707,716 4,712,572

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 44,275 42,121

為替換算調整勘定 － △1,191

その他の包括利益累計額合計 44,275 40,930

少数株主持分 25,992 27,748

純資産合計 4,777,984 4,781,251

負債純資産合計 9,570,438 9,130,259
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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：千円)

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)

営業収入 7,759,126 6,679,005

営業原価 6,228,032 5,380,600

営業総利益 1,531,094 1,298,405

販売費及び一般管理費

給料及び手当 529,974 532,645

賞与引当金繰入額 66,145 69,231

役員賞与引当金繰入額 14,800 9,680

退職給付費用 49,729 51,124

役員退職慰労引当金繰入額 12,495 9,469

貸倒引当金繰入額 4,858 181

その他 494,613 464,678

販売費及び一般管理費合計 1,172,616 1,137,010

営業利益 358,477 161,394

営業外収益

受取利息 186 174

受取配当金 10,201 4,624

固定資産売却益 12,996 16,836

その他 11,378 12,327

営業外収益合計 34,762 33,963

営業外費用

支払利息 23,308 20,823

その他 15,015 4,322

営業外費用合計 38,323 25,145

経常利益 354,917 170,212

税金等調整前四半期純利益 354,917 170,212

法人税等 187,500 84,575

少数株主損益調整前四半期純利益 167,417 85,637

少数株主利益 1,163 1,756

四半期純利益 166,253 83,880

㈱オーナミ（9317）平成25年３月期第３四半期決算短信

－6－



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：千円）

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 167,417 85,637

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △17,947 △2,153

為替換算調整勘定 － △1,191

その他の包括利益合計 △17,947 △3,345

四半期包括利益 149,469 82,291

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 148,306 80,534

少数株主に係る四半期包括利益 1,163 1,756
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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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