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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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）

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 2,433 ― 125 ― 143 ― 78 ―

20年3月期第1四半期 2,515 6.7 131 △4.1 148 △1.6 87 △1.4

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 14.27 ―

20年3月期第1四半期 15.97 ―

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 17,093 12,960 75.8 2,362.45
20年3月期 16,767 12,887 76.9 2,349.09

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  12,960百万円 20年3月期  12,887百万円

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 7.50 ― 7.50 15.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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2四半期累計期間 5,526 ― 309 ― 331 ― 193 ― 35.28
通期 10,602 0.9 537 15.9 575 11.5 325 13.8 59.28

4.  その他 
(1) 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  無  

(2) 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（四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  5,749,000株 20年3月期  5,749,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  263,059株 20年3月期  262,975株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  5,485,971株 20年3月期第1四半期  5,485,789株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績の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って大きく異なる結果となる可能性があります。 
２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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定性的情報・財務諸表等

１．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、外需に陰りが出てまいりましたことに加え、個人消費の停滞で内需も低迷し、

景気に減速感が強まってまいりました。　

当貨物自動車運送業界は、燃料費高騰によるコストが大幅に増加しておりますので、荷主に燃料サーチャージ（燃

料特別付加運賃）方式等で、輸送体制の維持を要請する状況となりました。

このような状況下、当社におきましては、イノベーションによる物流の『最適化提案営業』と新規事業の開拓を進

めております。

当第１四半期の事業別売上高の概況につきましては、以下のとおりであります。

（貨物自動車運送事業）

バルク輸送部門の石油輸送は、エネルギー価格高騰による消費者の節約ムードが一段と高まり、輸送量が減少し減

車対応等を実施しましたので減収となりました。化成品輸送は、納入先定期修理の終了とともに漸増傾向となり増収

となりました。セメント輸送は、マンション需要の低迷や建築基準法の厳格化による先送り物件が増加した影響を受

け、輸送量が若干減少し微減収となりました。以上により同部門全体の売上高は4.6％減となりました。

清涼飲料、びん・容器部門のびん・容器輸送は、需要先でペットボトル製品の内製化が一段と加速したことから、

びん需要が減少し、輸送量が減少いたしました。また、清涼飲料輸送は新規受注輸送地域が一巡いたしましたが、Ｔ

ＬＳ（東部ネットワーク・ロジスティクス・システム）の効果的稼働もあり増収となりました。以上により同部門の

売上高は4.6％減となりました。

小型車を中心としたその他輸送部門は、不採算事業の減車を行いましたので減収となりました。以上により同部門

の売上高は15.8％減となりました。

また、同事業において環境等を意識した省エネ輸送を実践するため、輸送計画を当第１四半期から前倒しいたしま

した。

　この結果、貨物自動車運送事業全体の売上高は1,612,505千円（前年同期比4.8％減）となりました。

（商品販売事業）　

主力の石油販売は、販売単価の上昇により販売額が増加いたしましたが、セメント販売及び車両販売が減収となり

ました。この結果、同事業部門の売上高は546,858千円（前年同期比0.1％減）となりました。

（不動産賃貸事業）　

当社が提供する各種賃貸施設は、自社提供施設及び借上提供施設のテナントに変動なく順調に稼働しておりますの

で、同事業部門の売上高は250,908千円（前年同期比0.6％増）となりました。

なお、兵庫県西宮市に所有する旧西宮営業所を賃貸物件として有効利用することとし、来春竣工を目処として事業

を開始いたします。

（その他事業）　

　整備部門は、物流量の減少に伴い整備対象車両が減少しておりますが、新規受注先の開拓等もあり、当部門は微減

収にとどまりました。生損保代理業は大口契約先の割引率増加に伴う手数料減により減収となりました。以上により

同事業部門の売上高は23,061千円（前年同期比7.5％減）となりました。

　以上の結果、当第１四半期の売上高は2,433,334千円（前年同期比3.3％減）となりました。営業利益は125,827千円

（前年同期比4.2％減）、経常利益は143,462千円（前年同期比3.7％減）、旧西宮営業所の新規事業に伴い特別損失を

計上いたしましたので、四半期純利益は78,257千円（前年同期比10.7％減）となりました。
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２．財政状態に関する定性的情報

当第１四半期における資産合計は、17,093,385千円となり、前事業年度末比326,165千円の増加となりました。そ

の主な要因は、現金及び預金の増加等により流動資産が452,426千円増加し、固定資産が126,261千円減少したことに

よるものであります。なお、固定資産の減少は、無形固定資産の取得等及び投資有価証券の時価評価差益等により

173,738千円増加した一方で、長期性預金300,000千円の流動資産への科目振替により減少したものであります。　

負債合計は、4,133,113千円となり、前事業年度末比253,084千円の増加となりました。その主な要因は、営業未払

金78,142千円、未払金192,245千円、未払費用100,723千円それぞれ増加した一方で、未払法人税等72,413千円、引当

金61,033千円減少により流動負債が235,289千円増加し、繰延税金負債の増加等により固定負債が17,794千円増加し

たことによるものであります。

純資産合計は、12,960,271千円となり、前事業年度末比73,080千円の増加となりました。その主な要因は、利益剰

余金が37,112千円、その他有価証券評価差額金が36,028千円それぞれ増加したことによるものであります。

（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。）の残高は、前事業年度末に比べ219,480千

円増加し、3,501,924千円となりました。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は334,856千円の収入となりました。主な増加要因は、税引前四半期純利

益134,684千円、減価償却費110,932千円、仕入債務の増加額62,987千円、その他の負債の増加額132,225千円等であ

り、主な減少要因は、法人税等の支払額102,655千円等であります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は74,170千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41,359千円、無形固定資産の取得による支出554千円、投資有価証券の取得による支出31,719千円等によるも

のであります。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は41,205千円の支出となりました。主な要因は、配当金の支払額41,145千

円等によるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月14日発表「平成20年３月期　決算短信（非連結）」の第

２四半期累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。　

４．その他

（１）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

該当事項はありません。　

（２）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

　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,801,924 3,282,444

受取手形 14,638 30,581

営業未収入金 975,247 1,017,667

貯蔵品 37,349 26,636

その他 118,030 137,623

貸倒引当金 △3,299 △3,488

流動資産合計 4,943,891 4,491,464

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,286,701 2,320,227

車両運搬具（純額） 473,618 523,422

土地 6,929,340 6,929,340

建設仮勘定 53,287 3,369

その他（純額） 351,301 359,371

有形固定資産合計 10,094,249 10,135,732

無形固定資産 199,192 74,136

投資その他の資産 1,856,051 2,065,887

固定資産合計 12,149,494 12,275,755

資産合計 17,093,385 16,767,220

負債の部   

流動負債   

支払手形 5,368 20,523

営業未払金 745,485 667,343

未払金 204,140 11,894

未払費用 247,145 146,421

未払法人税等 38,941 111,355

引当金 36,684 97,718

その他 166,345 153,564

流動負債合計 1,444,110 1,208,820

固定負債   

繰延税金負債 1,415,870 1,394,709

再評価に係る繰延税金負債 151,652 151,652

引当金 88,254 86,822

長期前受金 45,351 46,246

長期預り保証金 987,874 991,777

固定負債合計 2,689,003 2,671,209

負債合計 4,133,113 3,880,029
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 553,031 553,031

資本剰余金 527,722 527,722

利益剰余金 12,205,340 12,168,227

自己株式 △194,855 △194,795

株主資本合計 13,091,238 13,054,186

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 320,014 283,985

土地再評価差額金 △450,981 △450,981

評価・換算差額等合計 △130,966 △166,995

純資産合計 12,960,271 12,887,191

負債純資産合計 17,093,385 16,767,220
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 2,433,334

売上原価 2,217,472

売上総利益 215,862

割賦販売未実現利益戻入額 9,546

割賦販売未実現利益繰入額 8,767

差引売上総利益 216,640

販売費及び一般管理費 90,812

営業利益 125,827

営業外収益  

受取利息 980

受取配当金 14,341

その他 3,477

営業外収益合計 18,799

営業外費用  

支払利息 1,163

その他 1

営業外費用合計 1,165

経常利益 143,462

特別利益  

固定資産売却益 67

貸倒引当金戻入額 188

特別利益合計 256

特別損失  

固定資産除却損 106

減損損失 8,928

特別損失合計 9,034

税引前四半期純利益 134,684

法人税、住民税及び事業税 38,127

法人税等調整額 18,298

法人税等合計 56,426

四半期純利益 78,257

東部ネットワーク㈱（9036） 平成21年3月期第１四半期決算短信（非連結）

－ 6 －



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 134,684

減価償却費 110,932

減損損失 8,928

貸倒引当金の増減額（△は減少） △188

その他の引当金の増減額（△は減少） △59,601

受取利息及び受取配当金 △15,322

支払利息 1,163

有形固定資産売却損益（△は益） △67

有形固定資産除却損 106

売上債権の増減額（△は増加） 58,362

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,713

仕入債務の増減額（△は減少） 62,987

その他の資産の増減額（△は増加） △293

その他の負債の増減額（△は減少） 132,225

小計 423,203

利息及び配当金の受取額 15,471

利息の支払額 △1,163

法人税等の支払額 △102,655

営業活動によるキャッシュ・フロー 334,856

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 △41,359

有形固定資産の売却による収入 909

無形固定資産の取得による支出 △554

投資有価証券の取得による支出 △31,719

貸付けによる支出 △2,314

貸付金の回収による収入 867

投資活動によるキャッシュ・フロー △74,170

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △74

自己株式の売却による収入 14

配当金の支払額 △41,145

財務活動によるキャッシュ・フロー △41,205

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 219,480

現金及び現金同等物の期首残高 3,282,444

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,501,924
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　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期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）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。

東部ネットワーク㈱（9036） 平成21年3月期第１四半期決算短信（非連結）

－ 8 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

　前第１四半期累計期間（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 2,515,481

Ⅱ　売上原価 2,268,625

繰延割賦未実現利益調
整前売上総利益

246,855

Ⅲ　割賦売上利益調整 458

売上総利益 247,314

Ⅳ　販売費及び一般管理費 116,035

営業利益 131,279

Ⅴ　営業外収益 18,864

Ⅵ　営業外費用 1,242

経常利益 148,901

Ⅶ　特別利益 51

Ⅷ　特別損失 1,480

税引前四半期純利益 147,472

税金費用 59,847

四半期純利益 87,624
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

　前第１四半期累計期間（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

 

税引前四半期純利益　 147,472

減価償却費 141,632

貸倒引当金の増減額（減
少:△）　

△51

賞与引当金の増減額（減
少:△）　

43,226

役員賞与引当金の増減額
（減少:△）　

4,747

退職給付引当金の増減額
（減少:△）　

83

役員退職慰労引当金の増減
額（減少:△）　

2,175

受取利息及び受取配当金　 △14,735

預り建設協力金利息 1,241

固定資産売却損 1,452

固定資産除却損 28

売上債権の増減額（増加:
△）

15,134

仕入債務の増減額（減少:
△）

43,761

預り保証金の増減額（減
少:△）

200

未払消費税等の増減額（減
少:△）

△24,467

その他資産の増減額（増
加:△）

△20,053

その他負債の増減額（減
少:△）

4,155

小計 346,002

利息及び配当金の受取額　 14,888

預り建設協力金利息支払額
　

△1,241

法人税等の支払額　　 △85,861

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

273,788
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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　

△64,671

有形固定資産の売却による
収入　

848

無形固定資産の取得による
支出　

△300

投資有価証券の取得による
支出　

△300

貸付けによる支出 △500

貸付金の回収による収入　 754

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△64,169

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

自己株式の売却による収入
　

52

配当金の支払額　　 △41,143

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△41,090

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）

168,527

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

3,016,320

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半
期末残高

3,184,847
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