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平成 20 年３月期  第３四半期財務・業績の概況 

平成 20年 2 月 8日 

 

上 場 会 社 名  東陽倉庫株式会社      上場取引所 東証一部・名証一部 

コ ー ド 番 号           9306                   ＵＲＬ  http://www.toyo-logistics.co.jp 

代  表  者 （役職名）代 表 取 締 役 社 長（氏名）白石好孝 

問合せ先責任者 （役職名）上 席 執 行 役 員 経 理 部 長（氏名）山岸博之    ＴＥＬ (052)581－0251 
 
 

（百万円未満切捨て） 

１．平成 20 年３月期第３四半期の連結業績（平成 19年４月１日 ～ 平成 19年 12 月 31 日） 
 
(1) 連結経営成績                            （％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（当期）純利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 

20 年３月期第３四半期 16,724  △0.5  891  △4.1  885  △5.5  486  △6.7  

19 年３月期第３四半期 16,813   2.7  929     7.5  937    11.2  521     0.6  

19 年３月期 22,250   －  1,228      －  1,213      －  656      －  

 

 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭 

20 年３月期第３四半期 12  94  12  57  

19 年３月期第３四半期 14    99  14    29 

19 年３月期 18    72  17    87  

 
(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 

20 年３月期第３四半期  30,385   15,297   50.3  401  18  

19 年３月期第３四半期 29,989    14,540    48.4  411    49  

19 年３月期 29,888    14,893    49.8  412    27  

 
(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 

20 年３月期第３四半期 1,073   △2,005   1,083   2,185   

19 年３月期第３四半期 960    △2,084    791    1,899    

19 年３月期 1,611    △2,309    500    2,034    
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２．平成 20 年３月期の連結業績予想（平成 19年４月１日 ～ 平成 20年３月 31日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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 22,500    1.1 1,200  △2.3 1,200  △1.1 650  △1.0 17     24 

 
 
３．その他 

  
(1) 期中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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 無 

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有 

 
   （注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他 をご覧下さい。 
 
 
 
（参考） 個別業績予想 
 平成 20 年３月期の個別業績予想（平成 19年４月１日 ～ 平成 20年３月 31日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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 18,200    1.0 700    1.1 700  △0.6 370    2.2 9     81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な

要素を含んでおります。実際の業績等は、業況変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

なお、1 株当たり当期純利益の算出に当たっては、平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 1 月 31 日までに

新株予約権の行使により増加した株式数を反映した期中平均株式数によっております。 

上記予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３. 連結業績予想に関する定性的情

報 をご参照下さい。 
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【定性的情報・財務諸表等】 
１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期の営業収益は、全般的には前年とほぼ同水準で推移しました。物流事業において、倉庫業

務は 3,420 百万円（前年同四半期比 3.1％減）、港湾運送業務は活発なアジア向け貿易を反映し2,822 百万

円（同 8.1％増）、陸上運送業務は 6,960 百万円（同 1.1％減）、その他の物流業務は航空貨物取扱手数料等

の減少が影響し 2,402 百万円（同 5.6％減）となりました。また、不動産事業においては、新規賃貸物件の寄

与により1,119 百万円（同 2.7％増）となりました。 

この結果、営業収益は 16,724 百万円（同 0.5％減）となりました。また、営業利益は 891 百万円（減価償却

費等の増加により同 4.1％減）、経常利益は 885 百万円（営業外費用の増加により同 5.5％減）、四半期純利

益は 486 百万円（特別損失の増加等により同 6.7％減）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  (1) 資産、負債、純資産の状況 

当第３四半期末の資産につきましては、30,385 百万円となり、前連結会計年度末比497 百万円の増加と

なりました。主なプラス要因は、土地等の有形固定資産の取得であり、主なマイナス要因は、その他有価証

券評価差額金の減少に伴う投資有価証券の減少であります。 

負債につきましては、15,088 百万円となり、前連結会計年度末比 93 百万円の増加となりました。主なプ

ラス要因は、長期借入金の借入による増加であり、主なマイナス要因は、その他有価証券評価差額金の減

少に伴う繰延税金負債の減少であります。 

純資産につきましては、15,297 百万円となり、前連結会計年度末比 404 百万円の増加となりました。主な

プラス要因は、新株予約権の行使および新株予約権付社債の転換に伴う、資本金と資本剰余金の増加で

あり、主なマイナス要因は、投資有価証券の時価の下落に伴う、その他有価証券評価差額金の減少であり

ます。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

      当第３四半期末における現金および現金同等物の残高は 2,185 百万円となり、前連結会計年度末比

150 百万円の増加となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、1,073 百万円の収入となりました。主なプラス要因は、税金等調

整前当期純利益および減価償却費であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額であります。 

     「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、2,005 百万円の支出となりました。主な要因は有形固定資産の

取得による支出および 投資有価証券の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」は、1,083 百万円の収入となりました。主なプラス要因は、長期借入

による収入および 新株予約権の行使による収入であり、主なマイナス要因は、長期借入金の返済による支

出であります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成 19 年 11 月 14 日に公表いたしました連結および個別の通期業績予想は、本資料において修正して

おります。 

営業収益はほぼ予想通りに推移しておりますが、燃料の高騰および 第４四半期に取得予定の新規資産の

減価償却費等の費用増加により、営業利益、経常利益、当期純利益を下方修正いたしました。 
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４．その他 

(1) 期中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） 

該当事項はありません。 

 

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

該当事項はありません。 

 

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

子会社（東陽物流株式会社）は、当期より、平成 19 年４月１日以降に取得した車両運搬具の償

却方法を定率法から定額法に変更しております。この変更は、自動車 NOX・PM法のディーゼル車規

制に伴う車両の代替が一段落したこと、及び、車両運搬具に係る投資方針を、従来のリース契約中

心の投資から自社保有の形式に転換したことを契機に、償却方法を検討した結果、車両の性能及び

耐久性の向上により、稼動が安定し、減耗が利用期間に応じ平均的に発生することが見込まれるた

め、減価償却の期間配分をより適正化し、収益と費用を対応させるために行ったものであります。

但し、平成 19年 3月 31日までに取得した車両運搬具については、自社保有分の価額が比較的低く、

費用・収益の対応関係の合理性が損なわれる影響が少ないものと判断したため、従来の定率法を継

続適用しております。これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ

11,387 千円増加しております。 

 



 
 

東陽倉庫株式会社  （9306） 平成 20 年 3 月期 第３四半期財務・業績の概況 

- 5 - 

 

 

 

  事業の種類別セグメント毎の営業収益内訳 
 

（単位： 千円、％） 

増減 
内訳 

前第３四半期 
（平成 18 年 4 月 
～平成 18 年 12 月） 

当第３四半期 
（平成 19 年 4 月 
～平成 19 年 12 月） 金額 増減率 

 
物 流 事 業 
 
（ 倉 庫 業 収 益 ） 
 
（港湾運送業収益） 
 
（陸上運送業収益） 
 
（その他の収益）  
 

 
   15,723,665 
 
  （3,528,984） 
 
  （2,611,439） 
 
  （7,037,421） 
 
  （2,545,820） 

 
   15,605,374 
 
   (3,420,140) 
 
   (2,822,090) 
 
   (6,960,711) 
 
   (2,402,432) 

 
  △118,290 
 
 △108,843 

 
   210,651 
 
  △76,709 

 
   △143,388 

 
  △0.8 
 
  △3.1 
 
    8.1 
 
   △1.1 
 
   △5.6 

 
不動産事業 
 
（不動産賃貸業収益） 

 
1,089,840 

 
（1,089,840） 

 
1,119,211 

 
(1,119,211) 

 
29,371 

 
(29,371) 

 
2.7 

 
   2.7 

    計     16,813,506 16,724,586  △88,919 △0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 
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５．（要約）四半期連結財務諸表 

(1) （要約）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円、％）    

前連結会計年度 
（平成 19 年 3月 31日現在） 

当第３四半期 
(平成 19 年 12月 31日現在） 

増減 
科目 

金額 金額 金額 増減率 

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産 5,847,980 5,985,563 137,583 2.4 

現金及び預金 2,034,027 2,185,013 150,986 7.4 

受取手形及び営業未収金 3,262,626 3,175,739 △86,887 △2.7 
たな卸資産 11,739 10,296 △1,443 △12.3 

その他 539,586 614,514 74,928 13.9 

Ⅱ 固定資産 24,040,188 24,400,136 359,948 1.5 

有形固定資産 16,977,626 17,883,658 906,032 5.3 

無形固定資産 300,574 284,752 △15,822 △5.3 

   投資その他の資産 6,761,987 6,231,725 △530,262 △7.8 

 資産合計 29,888,168 30,385,700 497,532 1.7 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債 4,305,362 6,012,614 1,707,252 39.7 

支払手形及び営業未払金 1,496,794 1,471,058 △25,736 △1.7 

短期借入金 1,649,168 1,659,018 9,850 0.6 

一年以内償還社債 - 1,500,000 1,500,000 - 

一年以内償還新株予約権付社債 - 240,000 240,000 - 

その他 1,159,399 1,142,537 △16,862 △1.5 

Ⅱ 固定負債 10,689,756 9,075,640 △1,614,116 △15.1 

社債 2,000,000 500,000 △1,500,000 △75.0 

新株予約権付社債 490,000 - △490,000 △100.0 

長期借入金 3,665,608 4,496,382 830,774 22.7 

退職給付引当金 2,612,810 2,536,275 △76,535 △2.9 

その他 1,921,337 1,542,983 △378,354 △19.7 

 負債合計 14,995,118 15,088,255 93,137 0.6 

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本 13,378,557 14,335,750 957,193 7.2 

資本金 3,034,463 3,412,524 378,061 12.5 

資本剰余金 1,803,016 2,179,214 376,198 20.9 

利益剰余金 8,820,179 9,028,735 208,556 2.4 

自己株式 △279,101 △284,723 △5,622 2.0 

Ⅱ 評価・換算差額等 1,504,907 955,303 △549,604 △36.5 

   その他有価証券評価差額金 1,504,907 955,303 △549,604 △36.5 

Ⅲ 新株予約権 9,585 6,390 △3,195 △33.3 

純資産合計 14,893,050 15,297,444 404,394 2.7 

負債及び純資産合計 29,888,168 30,385,700 497,532 1.7 
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(2) （要約）四半期連結損益計算書 

（単位：千円、％） 

前第３四半期 
自 平成 18年 4月 1日 
至 平成18年12月31日 

当第３四半期 
自 平成 19年 4月 1日 
至 平成19年12月31日 

増  減 

前連結会計年度 
自 平成 18年 4月 1日 
至 平成19年 3月 31日 科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

営業収益 16,813,506 16,724,586 △88,920 △0.5 22,250,009 

営業原価 15,211,302 15,169,269 △42,033 △0.3 20,146,718 

営業総利益 1,602,203 1,555,317 △46,886 △2.9 2,103,291 

販売費及び一般管理費 672,633 664,140 △8,493 △1.3 875,107 

営業利益 929,570 891,177 △38,393 △4.1 1,228,183 

営業外収益 86,486 85,998 △488 △0.6 94,976 

営業外費用 78,408 91,204 12,796 16.3 110,077 

経常利益 937,648 885,971 △51,677 △5.5 1,213,081 

特別利益 17,082 20,085 3,003 17.6 34,888 

特別損失 24,664 67,257 42,593 172.7 31,306 

税金等調整前四半期
（当期）純利益 

930,066 838,800 △91,266 △9.8 1,216,664 

税金費用 408,775 352,431 △56,344 △13.8 560,208 

四半期（当期）純利益 521,291 486,368 △34,923 △6.7 656,455 
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(3) （要約）四半期連結株主資本等変動計算書 

前第３四半期連結会計期間（平成 18 年４月１日～平成 18 年 12 月 31 日）                  (単位：千円) 
株主資本 評価･換算差額等  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本 
合計 

その他有価証券
評価差額金 

新株予約権 純資産合計 

平成18年3月31日 残高 2,812,829 1,537,533 8,446,252 △326,357 12,470,257 1,867,169 12,780 14,350,206 
当期変動額         
 利益処分による利益配当   △138,823  △138,823   △138,823 
 剰余金の配当   △121,805  △121,805   △121,805 
 利益処分による役員賞与   △21,900  △21,900   △21,900 
 当期純利益   521,291  521,291   521,291 
 新株予約権付社債の転換 15,049 14,950   30,000   30,000 
 新株予約権の行使 
(新株の発行) 

50,392 50,362   100,755   100,755 

 新株予約権の行使 
(自己株式の交付) 

 41,999  58,755 100,755   100,755 

 自己株式の取得    △7,845 △7,845   △7,845 
 自己株式の処分  1,378  1,767 3,145   3,145 
 株主資本以外の項目 
の当期変動額(純額) 

    － △274,107 △1,278 △275,385 

当期変動額合計 65,441 108,691 238,762 52,677 465,573 △274,107 △1,278 190,187 
平成18年12月31日 残高 2,878,270 1,646,224 8,685,015 △273,679 12,935,830 1,593,061 11,502 14,540,394 

 

当第３四半期連結会計期間（平成 19 年４月１日～平成 19 年 12 月 31 日）                  (単位：千円) 
株主資本 評価･換算差額等  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本 
合計 

その他有価証券
評価差額金 

新株予約権 純資産合計 

平成19年3月31日 残高 3,034,463 1,803,016 8,820,179 △279,101 13,378,557 1,504,907 9,585 14,893,050 
当期変動額         
 剰余金の配当   △277,812  △277,812   △277,812 
 当期純利益   486,368  486,368   486,368 

新株予約権付社債の転換 125,409 124,590   250,000   250,000 
 新株予約権の行使 
 (新株の発行) 

252,651 251,123   503,775   503,775 

 自己株式の取得    △7,323 △7,323   △7,323 
 自己株式の処分  483  1,701 2,185   2,185 
 株主資本以外の項目 
 の当期変動額(純額) 

    - △549,603 △3,195 △552,798 

当期変動額合計 378,061 376,197 208,556 △5,621 957,193 △549,603 △3,195 404,394 
平成19年12月31日 残高 3,412,524 2,179,214 9,028,735 △284,723 14,335,750 955,303 6,390 15,297,444 

 

前連結会計年度（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日）                       (単位：千円) 
株主資本 評価･換算差額等  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本 
合計 

その他有価証券
評価差額金 

新株予約権 純資産合計 

平成18年3月31日 残高 2,812,829 1,537,533 8,446,252 △326,357 12,470,257 1,867,169 12,780 14,350,206 
当期変動額         
 利益処分による利益配当   △138,823  △138,823   △138,823 
 剰余金の配当   △121,805  △121,805   △121,805 
 利益処分による役員賞与   △21,900  △21,900   △21,900 
 当期純利益   656,455  656,455   656,455 
 新株予約権付社債の転換 20,065 19,934   40,000   40,000 
 新株予約権の行使 
 (新株の発行) 

201,568 201,451   403,020   403,020 

 新株予約権の行使 
 (自己株式の交付) 

 41,999  58,755 100,755   100,755 

 自己株式の取得    △14,014 △14,014   △14,014 
 自己株式の処分  2,098  2,514 4,612   4,612 
 株主資本以外の項目 
 の当期変動額(純額) 

    － △362,261 △3,195 △365,456 

当期変動額合計 221,634 265,483 373,926 47,255 908,299 △362,261 △3,195 542,843 
平成19年3月31日 残高 3,034,463 1,803,016 8,820,179 △279,101 13,378,557 1,504,907 9,585 14,893,050 
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(4) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 
前第３四半期 

自 平成 18年 ４月 １日 
至 平成 18年 12月 31日 

当第３四半期 
自 平成 19年 ４月 １日 
至 平成 19年 12月 31日 

前連結会計年度 
 自 平成 18年 4月 １日 
 至 平成 19年 3月 31日 

区  分 金  額 金  額 金  額 
Ⅰ 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 930,066 838,800 1,216,664 
減価償却費 771,199 830,044 1,061,612 
過年度損益修正益 － - △16,841 
貸倒引当金の増減額 1,793 △4,146 △6,445 
退職給付・執行役員・役員退職慰労引当金の増減額 △61,317 △70,869 △80,589 
受取利息及び受取配当金 △57,958 △71,257 △61,620 
支払利息 67,961 79,255 92,236 
有形固定資産売却益 △4,361 △15,371 △4,575 
有形固定資産売却損 757 209 841 
有形固定資産除却損 6,711 17,441 7,616 
投資有価証券売却益 － △748 － 
投資有価証券評価損 9,792 30,256 9,792 
関係会社株式評価損 － - 4,100 
売上債権の増減額 24,012 86,887 112,686 
仕入債務の増減額 △80,351 △25,736 △58,505 
役員賞与の支払額 △21,900 - △21,900 
その他 △43,114 △84,636 △40,701 

 小  計 1,543,293 1,610,127 2,214,370 
法人税等の支払額 △554,985 △520,568 △562,241 
その他 △27,727 △16,343 △40,522 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 960,580 1,073,216 1,611,606 
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △1,534,541 △1,604,102 △1,689,213 
有形固定資産の売却による収入 13,824 95,349 14,997 
無形固定資産の取得による支出 △174,277 △61,074 △194,411 
投資有価証券の取得による支出 △312,343 △430,846 △362,227 
投資有価証券の売却による収入 － 750 － 
貸付けによる支出 △87,036 △16,790 △92,474 
貸付金の回収による収入 10,600 11,185 14,133 
その他 △225 △60 △225 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,084,000 △2,005,588 △2,309,420 
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の返済による支出 △300,000 △150,000 △300,000 
長期借入れによる収入 1,650,000 1,850,000 1,650,000 
長期借入金の返済による支出 △817,560 △859,376 △1,080,452 
新株予約権の行使による収入 500,580 500,580 500,580 
自己株式の売却による収入 3,145 2,185 4,612 
自己株式の取得による支出 △7,845 △7,323 △14,014 
配当金の支払額 △236,375 △252,707 △260,346 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 791,944 1,083,358 500,379 
Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 △331,475 150,986 △197,434 
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,231,462 2,034,027 2,231,462 
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 1,899,987 2,185,013 2,034,027 
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(5) セグメント情報 
 

１．事業の種類別セグメント情報 

（単位：千円） 
当第３ 

四半期 

自 平成 19年 ４月 １日 

至 平成 19年 12月 31日 
物流事業 不動産事業 計 

消去又 
は全社 

連結 

Ⅰ 営業収益及び営業損益      
  営業収益      
(1)外部顧客に対する営業収益 15,605,374 1,119,211 16,724,586 － 16,724,586 
(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部営業収益又は 
振替高 

－ 59,151 59,151 (59,151) － 

計 15,605,374 1,178,363 16,783,738 (59,151) 16,724,586 
営業費用 14,784,868 592,169 15,377,038 456,371  15,833,409 
営業利益 820,506 586,193 1,406,700 (515,522) 891,177 

 
（単位：千円） 

前連結会 

計年度 

自 平成 18年 4月 1日 

至 平成 19年 3月 31日 
物流事業 不動産事業 計 

消去又 
は全社 

連結 

Ⅰ 営業収益及び営業損益      
  営業収益      
(1)外部顧客に対する営業収益 20,789,913 1,460,096 22,250,009 － 22,250,009 
(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部営業収益又は 
振替高 

－ 78,158 78,158 (78,158) － 

計 20,789,913 1,538,255 22,328,168 (78,158) 22,250,009 
営業費用 19,682,479 739,215 20,421,695 600,130  21,021,826 
営業利益 1,107,433 799,039 1,906,472 (678,289) 1,228,183 

 
 
 

２．所在地別セグメント情報 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため、所在地別セグメント情報の記載を 

省略しております。 

 

３．海外営業収益 

  海外営業収益が、連結営業収益の 10％未満のため、海外営業収益の記載を省略しております。 

 


