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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 2,490 ― 11 ― 18 ― 10 ―

20年3月期第1四半期 2,357 △0.9 42 9.2 29 57.9 11 2.9

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 0.73 ―

20年3月期第1四半期 0.76 ―

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 8,422 1,198 14.2 82.77
20年3月期 8,710 1,223 14.0 84.48

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  1,198百万円 20年3月期  1,223百万円

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 ― ― ― 2.50 2.50
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 2.50 2.50

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  有  
 

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 5,155 ― 40 ― 33 ― 6 ― 0.45
通期 10,757 2.6 347 △28.6 279 △36.3 116 △53.9 8.02

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．その他をご覧ください。  

(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．その他をご覧ください。  

(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５月15日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間を本資料において修正しております。 
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およ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および業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、および上記1に係る業
績予想の具体的修正内容は本日別途開示する「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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 14,500,000株 20年3月期 14,500,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 15,738株 20年3月期 15,738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 14,484,262株 20年3月期第1四半期 14,486,096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１四半期におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題などに端を発した世界経済の減速懸念、

原油・原材料価格の高騰等による影響などにより、先行き不透明感を強めながら推移してまいりました。 

このような状況のもと、当社グループの売上高は24億90百万円と前年同期比増収ながら、営業利益は11百万円、

経常利益は18百万円と前年同期比減益になりました。 

＜主な事業の種類別セグメントの業績の概要＞ 

売上高においては、情報サービス事業は、金融業向けソフト開発および人事給与に関するプロダクト事業にお

いて計画していた案件が延期となったものの他案件でカバーできたこと、データ・ストレージ事業においても当

初計画を上回る立ち上がりができたことなどにより、情報サービス事業全体では堅調に推移し、売上高は15億91

百万円(前年同期比15.8%増)となりました。 

 また、物流事業全体の売上高は8億99百万円（前年同期比8.5％減）となりました。 

 各事業の業況は次のとおりであります。 

陸運事業は、改正建築基準法の施行によるセメント需要の低迷および小麦粉の製品値上げによる買い控えなど

が影響して配送量が減少し、売上高は4億43百万円（前年同期比7.9％減）となりました。 

海運事業は、6月に予定した原糖輸入の荷役取扱いが第2四半期にずれ込んだことにより、売上高は2億8百万円

（前年同期比4.7％減）となりました。 

倉庫事業は、松戸営業所における取扱いの減少、窯業製品の取扱いの減少があり、売上高は2億19百万円（前年

同期比10.1％減）となりました。 

海運事業に付随する商事事業は、骨材販売の売上高が28百万円（前年同期比27.2％減）となりました。 

営業利益においては、情報サービス事業がデータストレージ事業の先行投資負担をカバーして、前年比29百万

円増となったものの、物流事業において、陸運事業の需要減少と燃料費の高騰、海運事業での荷役ずれ込み、倉

庫事業の取扱い減などにより前年比59百万円減となり、全社で29百万円減の11百万円となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末の財政状態は、前連結会計年度末と比較して、総資産は２億88百万円、負債は２億64百万円、

純資産は24百万円それぞれ減少いたしました。 

総資産の主な減少要因は、受取手形及び売掛金等の売上債権の減少６億83百万円、たな卸資産の増加１億３百

万円、有形固定資産の取得95百万円などによるものであります。 

負債の主な減少要因は、長・短借入金の減少４億22百万円、賞与引当金の増加１億50百万円などによるもので

あります。 

純資産の主な減少要因は、剰余金の配当36百万円などによる利益剰余金の減少によるものであります。 

＜連結キャッシュ・フローの状況＞ 

当第１四半期末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に比べ、230百万円増

加し、８億33百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は７億58百万円となりました。これは主に、売上債権の減少６億83百万円によ

るものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は79百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出95百万

円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は４億48百万円となりました。これは主に、借入金の返済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 

第１四半期における業績の進捗を勘案し業績予想の見直しを行った結果、平成20年５月15日付当社「平成20年

３月期決算短信」にて発表いたしました平成21年３月期の第２四半期累計期間の業績予想を連結、個別とも修正

しております。詳細は本日別途開示する「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

なお、通期の業績予想につきましては、港運事業で建設発生土積出作業の受注や、陸運事業において、顧客に

対し燃料費高騰に伴う運賃単価アップの要請などによる物流部門の収益改善と、情報サービス事業での堅調な業

績推移が見込まれることなどにより、修正はありません。 
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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財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

１．固定資産の減価償却費の算定方法 

  固定資産の年度中の取得、売却または除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期

間按分する方法によっております。 

  なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して

算出する方法によっております。 

２．経過勘定項目の算定方法 

  合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

３．法人税等の計上基準 

  法定実効税率をベースとして計算しております。 

(3) 四半期財務諸表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」（企業会計基準摘要指針第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．棚卸資産の評価基準及び評価方法 

  棚卸資産の評価基準及び評価方法については、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）が適用されたことに伴い、次のとおり

変更しております。 

  商 品 最終仕入原価法による原価法から最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切り下げの方法） 

  仕掛品 個別法による原価法から個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切り下げの方法） 

  貯蔵品 主に最終仕入原価法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切り下げの方法） 

  なお、この変更による損益に与える影響はありません。 

３．リース取引に関する会計基準等の適用 

  「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３

月30日企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 

平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結

会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産

として計上しております。 

  また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す

る方法によっております。 

  なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

  この変更による損益に与える影響はありません。 

（追加情報） 

重要な減価償却資産の減価償却の方法 

当社および連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、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。 

なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 
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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 833,769 602,955 

受取手形及び売掛金 1,160,983 1,844,541 

商品 6,292 5,275 

仕掛品 256,971 154,051 

繰延税金資産 128,912 128,912 

その他 896,816 843,289 

貸倒引当金 △4,718 △4,029 

流動資産合計 3,279,028 3,574,996 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,442,063 1,416,210 

機械装置及び運搬具（純額） 262,642 309,042 

土地 2,523,182 2,523,182 

その他 59,293 39,803 

有形固定資産合計 4,287,182 4,288,238 

無形固定資産   

のれん 70,000 80,000 

その他 136,382 140,709 

無形固定資産合計 206,382 220,709 

投資その他の資産   

投資有価証券 205,523 200,956 

繰延税金資産 287,323 287,419 

その他 156,659 138,638 

貸倒引当金 △50 △1 

投資その他の資産合計 649,455 627,012 

固定資産合計 5,143,021 5,135,961 

資産合計 8,422,049 8,710,957 
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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   

支払手形及び買掛金 632,714 628,328 

短期借入金 2,909,900 3,139,900 

未払法人税等 35,261 111,040 

賞与引当金 439,222 288,950 

その他 250,178 178,321 

流動負債合計 4,267,276 4,346,540 

固定負債   

長期借入金 1,948,825 2,141,300 

再評価に係る繰延税金負債 139,633 139,633 

退職給付引当金 776,920 750,795 

役員退職慰労引当金 1,560 16,960 

その他 88,905 92,131 

固定負債合計 2,955,844 3,140,820 

負債合計 7,223,121 7,487,361 

純資産の部   

株主資本   

資本金 765,000 765,000 

資本剰余金 125,000 125,000 

利益剰余金 268,296 293,907 

自己株式 △2,885 △2,885 

株主資本合計 1,155,410 1,181,021 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,563 6,621 

土地再評価差額金 35,953 35,953 

評価・換算差額等合計 43,517 42,575 

純資産合計 1,198,928 1,223,596 

負債純資産合計 8,422,049 8,710,957 
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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 2,490,881 

売上原価 2,353,237 

売上総利益 137,644 

販売費及び一般管理費 126,117 

営業利益 11,527 

営業外収益  

受取利息 2,742 

受取配当金 1,350 

持分法による投資利益 2,328 

違約金収入 21,287 

受取賃貸料 7,461 

その他 569 

営業外収益合計 35,741 

営業外費用  

支払利息 20,532 

その他 7,761 

営業外費用合計 28,293 

経常利益 18,974 

特別利益  

固定資産売却益 17,695 

特別利益合計 17,695 

特別損失  

固定資産売却損 41 

固定資産除却損 3,664 

その他 650 

特別損失合計 4,355 

税金等調整前四半期純利益 32,314 

法人税、住民税及び事業税 21,714 

四半期純利益 10,600 
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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 32,314 

減価償却費 79,662 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 737 

賞与引当金の増減額（△は減少） 150,272 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26,124 

受取利息及び受取配当金 △4,093 

支払利息 20,532 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △15,400 

のれん償却額 10,000 

持分法による投資損益（△は益） △2,328 

有形固定資産売却損益（△は益） △17,654 

有形固定資産除却損 3,664 

売上債権の増減額（△は増加） 683,557 

たな卸資産の増減額（△は増加） △103,935 

仕入債務の増減額（△は減少） 4,385 

未払消費税等の増減額（△は減少） 15,525 

その他 △29,009 

小計 854,356 

利息及び配当金の受取額 4,093 

利息の支払額 △20,758 

法人税等の支払額 △78,872 

営業活動によるキャッシュ・フロー 758,819 

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 △95,511 

有形固定資産の売却による収入 37,141 

無形固定資産の取得による支出 △1,920 

投資有価証券の取得による支出 △1,243 

投資有価証券の売却による収入 43 

短期貸付金の増減額（△は増加） △295 

長期貸付金の回収による収入 240 

敷金及び保証金の差入による支出 △800 

敷金及び保証金の回収による収入 3,475 

その他 △20,732 

投資活動によるキャッシュ・フロー △79,601 

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） △230,000 

長期借入金の返済による支出 △192,475 

配当金の支払額 △25,929 

財務活動によるキャッシュ・フロー △448,404 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 230,813 

現金及び現金同等物の期首残高 602,955 

現金及び現金同等物の四半期末残高 833,769 
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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」（企業会計基準摘要指針第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事項 

    該当事項はありません。 

 

 

(5) セグメント情報 

【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） 

 

 

情報サービス
事業 

(千円) 

物流事業 

(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 

1,591,230  899,650 2,490,881 － 2,490,881  

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

－  － － － －  

計 1,591,230  899,650 2,490,881 － 2,490,881  

営業利益 106,380  12,918 119,298 （107,771） 11,527  

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

(1) 情報サービス事業……情報サービス部門 

(2) 物流事業………………陸運、海運、倉庫及び海運に付随する骨材販売の商事部門 

 

【所在地別セグメント情報】 

   すべて国内の取引であるため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

  海外売上高はありません。 

 

(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】 

 前第１四半期に係る財務諸表等 

(1)（要約）四半期連結損益計算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

科               目

Ⅰ　売上高 2,357,336

Ⅱ　売上原価 2,184,009

売上総利益  173,327

Ⅲ　販売費及び一般管理費  131,153

営業利益  42,173

Ⅳ　営業外収益 7,798

受取配当金  1,492

持分法投資利益  605

賃貸収入  5,048

その他  651

Ⅴ　営業外費用  20,864

支払利息  17,171

賃貸費用 3,155

その他  536

経常利益  29,108

Ⅵ　特別利益  345

その他  345

Ⅶ　特別損失  194

固定資産除却損  194

税金等調整前四半期純利益  29,259

税金費用  18,201

四半期純利益  11,057

金　　　　額

前年同四半期

（平成20年3月期
第1四半期）
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(2)（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：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  29,259

減価償却費  55,393

貸倒引当金の増減額（減少：△） △ 345

賞与引当金の増減額（減少：△）  153,645

退職給付引当金の増減額（減少：△）  19,134

受取利息及び配当金 △ 1,492

支払利息  17,171

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） △ 2,330

のれん償却額 10,000

持分法投資損益 △ 605

有形固定資産除却損  194

売上債権の増減額（増加：△）  460,054

たな卸資産の増減額（増加：△） △ 201,012

仕入債務の増減額（減少：△）  134,406

未払消費税等の増減額（減少：△） △ 40,223

その他 △ 5,267

　　　　　　　小　　　計  627,982

利息及び配当金の受取額  1,492

利息の支払額 △ 16,037

法人税等の支払額 △ 138,611

営業活動によるキャッシュ・フロー  474,827

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 △ 104,221

無形固定資産の取得による支出 △ 503

投資有価証券の取得による支出 △ 19,476

短期貸付金の純増減額（増加：△）  210

長期貸付金の回収による収入  200

敷金・保証金の取得による支出 △ 30

敷金・保証金の払戻しによる収入  135

その他 △ 46

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 123,733

Ⅲ．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（減少：△） △ 190,000

長期借入金の返済による支出 △ 124,475

配当金の支払額 △ 33,399

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 347,874

Ⅳ．現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  3,220

Ⅴ．現金及び現金同等物期首残高  684,162

Ⅵ．現金及び現金同等物四半期残高  687,382

平成20年3月期
第1四半期

前年同四半期

区　　　　分 金　　　　額
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(3)セグメント情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔事業の種類別セグメント情報〕
前年同四半期　　（平成20年3月期　第１四半期）

（単位：千円）

情報ｻｰﾋﾞｽ事業 物流事業 計 消去又は全社 連結

Ⅰ　売上高及び営業損益

　　売上高

   (1)外部顧客に
　　　対する売上高 1,374,197 983,139 2,357,336 　　　　－ 2,357,336

   (2)セグメント間
　　　の内部売上高 　　　　　－ 　　　　　－ 　　　　－ 　　　　－ 　　　　－
　　　又は振替高

計 1,374,197 983,139 2,357,336 　　　　－ 2,357,336

営　業　費　用 1,297,275 910,467 2,207,743 107,419 2,315,162

営　業　利　益 76,921 72,671 149,592 (107,419) 42,173

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。
　　　２．各事業の主な内容
　　　　 (1)情報サービス事業……情報サービス部門
　　　　 (2)物流事業………………陸運、海運、倉庫及び海運に付随する骨材販売の商事部門
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