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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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 ％

21年3月期第1四半期 9,812 ― 83 ― 173 ― 85 ―

20年3月期第1四半期 9,760 10.1 231 17.9 307 11.6 184 19.0

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

21年3月期第1四半期 7.11 ―

20年3月期第1四半期 15.28 ―

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

21年3月期第1四半期 35,228 21,085 59.2 1,728.37
20年3月期 34,502 21,211 60.8 1,738.43

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  20,858百万円 20年3月期  20,980百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 9.00 ― 11.00 20.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 21,000 ― 560 ― 700 ― 380 ― 31.49
通期 43,000 6.1 1,630 21.8 1,800 18.0 1,040 50.2 86.17

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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(3) 四半期連結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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年４月28日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。 
２．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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、２ページ「定性的情報・
財務諸表等」の「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  12,070,000株 20年3月期  12,070,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,399株 20年3月期  1,399株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  12,068,601株 20年3月期第1四半期  12,068,601株
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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１四半期のわが国の経済は、米国サブプライムローン問題の影響や原油価格、原材料費の高騰等による消費の

不振、更には金利上昇懸念等の影響で、景気の先行き不安を強めつつ推移しました。

  また、当社グループと関係の深い自動車業界では、ガソリン等の価格高騰や国内需要の低迷から国内新車販売台数

は低調に推移しましたが、米国での販売台数が減少する中、中国等の海外需要の拡大で輸出台数は好調に推移しまし

た。このような環境の中で当社グループは、積極的な営業活動を展開し、既存顧客の深耕、新規顧客の開拓に努める

とともに、グループ全体でのコスト削減の推進や新規事業所の収益改善を強力に推進してまいりました。

  その結果、当第１四半期の売上高は9,812百万円となりました。利益面では、新規事業所の収益改善の遅れや鉄鋼等

の原材料の価格高騰等の影響を受けたことや、前期に引き続き内部統制、人材育成の強化等の体質強化コストの増加

により、営業利益は83百万円、経常利益は173百万円、四半期純利益は85百万円となりました。

  なお、主なセグメント別の売上高（セグメント間の内部売上を含む）、営業利益の状況は次のとおりであります。

① 物流サービス事業

　物流サービス事業は、中国天津及び広州の子会社の順調な進展及び国内における積極的な拡販等により包装事業は

順調に推移しましたが、格納器具製品事業において国内外とも受注が低迷した影響から売上高は6,123百万円となりま

した。営業利益は新規事業所の収益改善の遅れや鉄鋼等原材料の価格高騰の影響から、106百万円となりました。

② 自動車サービス事業

　自動車サービス事業は、個人消費の低迷が長引く中、企画提案型営業の継続展開によりリース契約台数が増加した

こと等により、売上高は3,187百万円となりました。営業利益は、競争の激化による販売単価下落等の影響を受ける中、

原価削減を強力に推進したこと等により、249百万円となりました。

③ その他の事業

　その他の事業は、情報サービス事業での受注の減少等により、売上高は688百万円となりました。営業利益は受注の

伸び悩み等により、6百万円の営業損失となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

① 資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期末の流動資産につきましては、リース会計基準を早期適用したことに伴い、リース投資資産を計上し

たこと等により前連結会計年度末比2,338百万円増加の12,763百万円となりました。また、固定資産につきましては

リース会計基準を早期適用したことに伴い、貸与資産のうちリース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引に該当する部分をリース投資資産に振り替えたこと等により、前連結会計年度末比

1,612百万円減少の22,464百万円となりました。その結果、総資産は前連結会計年度末比726百万円増加の35,228百万

円となりました。

　流動負債では、仕入の減少にともない買掛金が減少しましたが、賞与引当金の増加等により前連結会計年度末比81

百万円増加の5,992百万円となりました。また、固定負債におきましては、リース用車両の割賦バック方式による取得

への移行が進んだことによる長期未払金の大幅な増加等により前連結会計年度末比770百万円増加の8,150百万円とな

りました。その結果、負債合計では前連結会計年度末比852百万円増加の14,142百万円となりました。純資産につきま

しては、為替換算調整勘定の減少等により前連結会計年度末比125百万円減少の21,085百万円となり、自己資本比率は

前連結会計年度末比1.6ポイント低下の59.2％となりました。

 

② 四半期の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因

　当第１四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末比327百万円増加の2,990

百万円となりました。その主な要因は、営業活動によるキャッシュ・フローで得た資金978百万円を、投資活動による

キャッシュ・フローで、有形固定資産の取得等により580百万円支出し、財務活動によるキャッシュ・フローで、配当

金の支払等により47百万円支出した結果、資金余剰となったことによるものであります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　今後の見通しにつきましては、国内景気は、引き続き世界的な金融不安、原油価格、原材料費の価格高騰等による

消費の不振、更には金利上昇懸念等の影響で景気の減速を強めつつ推移すると思われます。このような環境の中で当

社グループの第１四半期の業績につきましては、新規事業部門の収益改善の遅れ等、当初予想に比較して多少弱含み

で推移しました。第２四半期以降は、遅れておりました新規事業部門の収益改善やグループ挙げての原価削減施策が

寄与し、事業部門毎には多少の変動があるものの、全体では当初予想と大きく振れることなく進捗すると予想するこ

とから、平成20年4月28日に発表した業績数値を変更しておりません。
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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）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（簡便な会計処理）　

　          ① 一般債権の貸倒見積高の算定方法

　　　　　　　　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して算定しております

　          ② 棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。また、棚卸資産の簿価切下げに関して

は収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によってお

ります。

　③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、当第１四半期連結会計期間における税金等調整前当期純利益に

対する税効果適用後の実効税率を合理的に見積り税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じ

て計算する方法によっております。

　　（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）　

　該当事項はありません。

 

（３）四半期連結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

　①  当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半

期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　②　当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７

月５日）を適用し、従来の原価法から原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）に変更しております。なお、この変更による営業利益、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ありません。

　③　当第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース

取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を早期適用したことにより、所有

権移転外ファイナンス・リース取引（貸主側）については、従来の賃貸借取引にかかる方法に準じた会

計処理から、通常の売買処理にかかる会計処理（リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法）

に変更しております。なお、この変更により、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期利益はそれ

ぞれ2,542千円増加しております。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,390,555 3,063,003

受取手形及び売掛金 4,659,945 5,780,326

商品及び製品 285,435 233,878

仕掛品 49,476 32,878

原材料及び貯蔵品 156,314 154,754

繰延税金資産 250,418 250,418

リース投資資産 2,675,098 －

その他 1,299,179 913,546

貸倒引当金 △3,000 △3,900

流動資産合計 12,763,423 10,424,905

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,124,565 7,029,029

機械装置及び運搬具（純額） 452,466 432,664

貸与資産（純額） 932,802 2,835,460

土地 6,227,980 6,229,311

建設仮勘定 154,291 123,670

その他（純額） 352,106 345,895

有形固定資産合計 15,244,212 16,996,033

無形固定資産   

のれん 23,299 38,027

その他 370,911 354,339

無形固定資産合計 394,211 392,366

投資その他の資産   

投資有価証券 3,434,218 3,289,803

繰延税金資産 469,057 513,939

その他 2,928,322 2,890,193

貸倒引当金 △5,077 △5,077

投資その他の資産合計 6,826,520 6,688,859

固定資産合計 22,464,944 24,077,258

資産合計 35,228,367 34,502,164
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 828,769 1,146,068

短期借入金 450,340 399,605

未払費用 2,057,598 2,169,630

未払法人税等 88,804 27,564

賞与引当金 872,033 492,247

役員賞与引当金 － 20,000

その他 1,694,507 1,655,786

流動負債合計 5,992,053 5,910,902

固定負債   

長期借入金 2,000,000 2,000,000

長期未払金 3,010,599 1,835,922

退職給付引当金 1,960,265 2,011,114

役員退職慰労引当金 － 352,177

再評価に係る繰延税金負債 1,141,849 1,141,849

その他 37,786 38,544

固定負債合計 8,150,501 7,379,608

負債合計 14,142,560 13,290,511

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,580,350 3,580,350

資本剰余金 3,420,139 3,420,139

利益剰余金 12,810,125 12,857,931

自己株式 △1,186 △1,186

株主資本合計 19,809,429 19,857,235

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 878,027 806,387

土地再評価差額金 117,713 117,713

為替換算調整勘定 53,783 199,060

評価・換算差額等合計 1,049,525 1,123,161

少数株主持分 226,858 231,256

純資産合計 21,085,813 21,211,653

負債純資産合計 35,228,367 34,502,164
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 9,812,046

売上原価 8,509,229

売上総利益 1,302,816

販売費及び一般管理費 1,219,772

営業利益 83,044

営業外収益  

受取利息及び配当金 22,383

持分法による投資利益 53,664

その他 30,309

営業外収益合計 106,357

営業外費用  

支払利息 15,825

その他 441

営業外費用合計 16,266

経常利益 173,135

特別利益  

固定資産売却益 518

特別利益合計 518

特別損失  

固定資産除売却損 12,898

特別損失合計 12,898

税金等調整前四半期純利益 160,755

法人税等 71,180

少数株主利益 3,763

四半期純利益 85,812
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 160,755

減価償却費 384,484

のれん償却額 14,727

持分法による投資損益（△は益） △53,664

貸倒引当金の増減額（△は減少） △900

賞与引当金の増減額（△は減少） 380,377

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △50,849

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,050

受取利息及び受取配当金 △22,470

支払利息 17,022

為替差損益（△は益） △15,575

有形固定資産売却損益（△は益） △71,523

有形固定資産除却損 12,898

売上債権の増減額（△は増加） 1,102,623

たな卸資産の増減額（△は増加） △79,408

リース投資資産の増減額（△は増加） △1,002,821

その他の流動資産の増減額（△は増加） △451,691

仕入債務の増減額（△は減少） △302,043

その他の流動負債の増減額（△は減少） △198,817

長期未払金の増減額（△は減少） 1,174,676

小計 975,752

利息及び配当金の受取額 75,617

利息の支払額 △17,074

法人税等の支払額 △55,985

営業活動によるキャッシュ・フロー 978,310

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 △671,802

有形固定資産の売却による収入 217,288

投資有価証券の取得による支出 △298

投資その他の資産の増減額（△は増加） △126,081

貸付金の回収による収入 147

投資活動によるキャッシュ・フロー △580,746

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 75,700

配当金の支払額 △122,813

財務活動によるキャッシュ・フロー △47,113

現金及び現金同等物に係る換算差額 △22,897

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 327,552

現金及び現金同等物の期首残高 2,663,003

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,990,555
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      当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

 

　  （４）継続企業の前提に関する注記

　        該当事項はありません。

 

　  （５）セグメント情報

　     ａ．事業の種類別セグメント情報

　　　　　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

物流サービ
ス事業
（千円）

自動車サー
ビス事業
（千円）

その他の事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 6,123,900 3,169,059 519,085 9,812,046 －　 9,812,046

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－　 18,373 169,541 187,915 △187,915 －　

計 6,123,900 3,187,433 688,627 9,999,961 △187,915 9,812,046

営業利益 106,128 249,146 △6,075 349,199 △266,154 83,044

　（注）１．事業区分の方法

製品、サービスの種類・性質等の類似性及び当社グループの損益集計区分を考慮して決定しております。

２．各区分に属する主要な製品、サービス

事業区分 主要製品、サービス

物流サービス事業 包装、格納器具製品製造

自動車サービス事業 自動車リース、車両整備、自動車販売、カー用品販売、保険代理店他

その他の事業 情報サービス、人材サービス

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は267,711千円であり、その主なものは、当

社の人事、総務及び経理部門に係る費用であります。

     　ｂ．所在地別セグメント情報

　　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）　

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント

　情報の記載を省略しております。

　     ｃ．海外売上高

　　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）　

　海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。　

　　（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　　　　該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

　　　　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 9,760,215

Ⅱ　売上原価 8,347,395

売上総利益 1,412,819

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,181,030

営業利益 231,789

Ⅳ　営業外収益 95,178

１．受取利息及び配当金　 21,099

２．持分法による投資利益　 50,921

３．その他　 23,157

Ⅴ　営業外費用 19,941

１．支払利息　 18,809

２．その他　 1,131

経常利益 307,026

Ⅵ　特別利益 183

１．固定資産売却益　 183

Ⅶ　特別損失 52,944

１．固定資産除売却損 52,944

税金等調整前四半期純利益 254,264

税金費用 3,589

四半期純利益 184,458
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　　　　　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益　 254,264

減価償却費　 376,434

のれん償却費 14,156

持分法による投資利益 △50,921

賞与引当金の増減額（△は減少） 340,271

役員賞与引当金の増減額（△は減少）　 △25,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △51,072

役員退職引当金の増減額（△は減少） △46,990

受取利息及び受取配当金　 △21,210

支払利息　 20,143

有形固定資産売却益　 △90,631

有形固定資産除却損　 51,430

有形固定資産売却損　 1,514

売上債権の増減額（△は増加）　 390,115

たな卸資産の増減額（△は増加）　 △59,332

その他の流動資産の増減額（△は増加）　 △310,158

仕入債務の増減額（△は減少）　 △108,926

その他の流動負債の増減額（△は減少）　 206,408

小計 890,493

利息及び配当金の受取額　 32,703

利息の支払額　 △21,784

法人税等の支払額　 △357,000

営業活動によるキャッシュ・フロー 544,411
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前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

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　 △249,714

有形固定資産の売却による収入　 121,048

投資有価証券の取得による支出　 △299

その他の投資の取得による支出　 △283,645

その他の投資の売却による収入　 12,121

貸付金の回収による収入　 147

投資活動によるキャッシュ・フロー △400,342

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 △200,000

長期借入れによる収入　 500,000

社債の償還による支出 △300,000

配当金の支払額 △133,919

財務活動によるキャッシュ・フロー △133,919

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 586

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） 10,735

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,622,308

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 2,633,044

 

－ 4 －



（３）セグメント情報

      ａ．事業の種類別セグメント情報

　　　　　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

物流サービ
ス事業
（千円）

自動車サー
ビス事業
（千円）

その他の事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高 6,138,958 3,101,029 715,963 9,955,951 △195,736 9,760,215

営業費用 5,853,821 2,901,702 741,537 9,497,061 31,364 9,528,426

営業利益 285,136 199,327 △25,573 458,890 △227,101 231,789

 

      ｂ．所在地別セグメント情報

前第１四半期連結推計期間（平成19年４月１日～６月30日）　

　　　　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント

　　　　情報の記載を省略しております。

 

　    ｃ．海外売上高

前第１四半期連結推計期間（平成19年４月１日～６月30日）　　

　　　　海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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６．その他の情報

　　追加情報

　（役員退職慰労引当金）

　　平成20年５月26日開催の取締役会により、役員退職慰労金制度の廃止を決議するとともに、平成20年６月24日開催の

定時株主総会において、在任期間に対応する役員退職慰労金を打ち切り支給することを決議いたしました。これに伴い、

役員退職慰労金相当額350,127千円を「長期未払金」として表示しております。

 

　（リース取引関係）

　　当第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を早期適用したことにより、リース取引開始日が会計基準適用

初年度開始前の貸主側の所有権移転外ファイナンス・リース取引につきましては会計基準適用初年度の前年度末におけ

る固定資産の適正な帳簿価額（減価償却累計額控除後）1,672,276千円をリース投資資産の期首の価額として計上してお

ります。

 

　　注記事項

　（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

11,999,267千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

14,142,924千円

※２．担保に供している資産及び担保付債務は、次のとお

りであります。

※２．担保に供している資産及び担保付債務は、次のとお

りであります。

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産

建物及び構築物 1,421,963千円

土地 2,755,953

合計 4,177,916

建物及び構築物 1,412,735千円

土地 2,755,953

合計 4,168,688

(2）担保付債務 (2）担保付債務

長期借入金 2,000,000千円

  

長期借入金 2,000,000千円

  

　（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

 

荷造運賃 153,405千円

給与手当 425,052 

賞与引当金繰入額 77,735

役員退職引当金繰入額 6,010

退職給付費用 25,950

減価償却費 40,622
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　（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在）

 

現金及び預金 3,390,555千円

預入れ期間が３か月を超える定期預金 △400,000

現金及び現金同等物 2,990,555

　（株主資本等関係）

第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　        (1) 発行済株式の種類及び総数

　　　　　　　普通株式　12,070,000株　　

　　　　　(2）自己株式の種類及び株式数

　　　　　　　普通株式　　　 1,399株　　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月24日

定時株主総会
普通株式 132,754 11 平成20年３月31日 平成20年６月25日
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