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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 2,702 ― 259 ― 226 ― 103 ―
20年3月期第1四半期 2,874 4.1 180 △37.6 162 △37.5 72 △46.3

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 6.52 ―
20年3月期第1四半期 4.58 ―

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 20,805 7,735 37.2 488.20
20年3月期 21,248 7,628 35.9 481.39

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  7,735百万円 20年3月期  7,628百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3.00 ― 3.00 6.00

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 5,600 ― 500 ― 410 ― 230 ― 14.51
通期 11,300 △0.7 1,050 4.3 850 2.5 500 17.5 31.55

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)上記の予想は平成20年5月20日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。 
上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要素により、これら業績予想と異なる結果となる
可能性があります。 
(2)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 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  15,876,010株 20年3月期  15,876,010株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  31,630株 20年3月期  29,880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  15,845,568株 20年3月期第1四半期  15,853,178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、昨秋以降、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の
減速感や原油・原材料価格の高騰による金融資本市場の混乱など、景気は一段と先行き不透明感を増
しております。 
　こうした状況の下、当社グループは昨年5月より稼働している新倉庫における新たな業務も軌道に
乗り、機械、紙・パルプの取扱量が増加しましたが、一方で作業費や燃料コストの上昇圧力も一段と
強くなっております。また、米、輸入野菜を中心とした、農水産品の取扱量が減少したことなどによ
り、当第1四半期の営業収益は前年同期間比 1億７千1百万円（6.0％）減少し、27億2百万円となりま
した。 
（1）営業収益 
　事業別の業績の概要は以下のとおりであります。 
・倉庫業につきましては、米や繊維製品、雑品等の取扱数量が減少したことなどにより、保管料収入
が減少し、加えて、輸入野菜の不調により荷役荷捌料収入が減少したことなどにより、前年同期間比
7千5百万円（5.0％）減少し、14億1千8百万円となりました。 
・運送業につきましては、昨年、新倉庫の本格稼働が5月であったため、これに関係する貨物運送や
構内作業については実質増収になりましたが、他の引越、移転業務の取扱の減少等により、前年同期
間比1億1千6百万円（10.3％）減少し、10億1千1百万円となりました。 
・不動産賃貸業は、新規テナント先との契約や駐車場の法人顧客が増加したことなどにより、前年同
期間比2千2百万円（11.6％）増加し、2億1千2百万円となりました。 
・その他の事業ではゴルフ練習場の利用客が昨年を下回ったことにより、前年同期間比2百万円（4.4
％）減少し、5千9百万円となりました。 
（2）営業利益 
　上記のとおり営業収益は減少しましたが、営業原価の下払作業費、販売費及び一般管理費の人件費
も減少しましたので、前年同期間比7千9百万円（43.9％）増益の2億5千9百万円となりました。 
（3）経常利益 
　前年同期に比べ受取利息及び配当金が減少し、今期は消費税の還付による還付加算金もなく、営業
外収支は前年同期間比を下回りましたが、6千4百万円（39.6％）増益の2億2千6百万円となりまし
た。 
（4）四半期純利益 
　前年同期間比3千万円（42.3％）増益の1億3百万円となりました。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報
（資産） 
　流動資産は前連結会計年度末に比べて8.8％減少し、35億3千5百万円となりました。これは、現金
及び預金が2億9千2百万円増加し、有価証券が4億4千8百万円減少したことなどによるものです。 
　固定資産は前連結会計年度末に比べて0.6％減少し、172億6千9百万円となりました。これは、建
物及び構築物が1億2千9百万円減少し、投資有価証券が5千5百万円増加したことなどによるもので
す。 
　この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて2.1％減少し、208億5百万円となりました。 
（負債） 
　流動負債は前連結会計年度末に比べて11.2％減少し、33億9千9百万円となりました。これは、短
期借入金が1億7千3百万円、未払法人税等が1億2千9百万円減少したことなどによるものです。 
　固定負債は前連結会計年度末に比べて1.2％減少し、96億7千万円となりました。これは長期借入
金や役員退職慰労引当金が減少したことなどによるものです。 
　この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて4.0％減少し、130億6千9百万円となりました。 
（純資産） 
　純資産合計は前連結会計年度末に比べて1.4％増加し、77億3千5百万円となりました。これは、利
益剰余金が5千5百万円増加したことなどによるものです。 

3. 連結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20日発表の業績予想に変更はありません。 
　今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 
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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
固定資産の減価償却費の算定方法
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定する方法

によっています。

(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
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) 追加情報
当連結会計年度において、役員報酬全体の体系を改めて、役員賞与を月例の報酬に一本化しております。

これに伴い、当第1四半期連結会計期間より役員賞与引当金の計上を行っておりません。
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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 1,735,928 1,443,130

受取手形及び売掛金 961,035 1,159,244

有価証券 656,420 1,105,384

繰延税金資産 101,186 114,025

その他 91,936 69,825

貸倒引当金 △10,971 △13,285

流動資産合計 3,535,536 3,878,324

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,491,208 8,620,798

機械装置及び運搬具（純額） 462,418 487,750

工具、器具及び備品（純額） 129,494 126,568

土地 5,238,378 5,238,378

有形固定資産合計 14,321,499 14,473,496

無形固定資産

借地権 295,290 295,290

その他 32,303 33,893

無形固定資産合計 327,593 329,183

投資その他の資産

投資有価証券 2,154,420 2,099,420

繰延税金資産 103,951 104,491

その他 386,650 388,492

貸倒引当金 △24,547 △24,547

投資その他の資産合計 2,620,475 2,567,857

固定資産合計 17,269,568 17,370,536

資産合計 20,805,104 21,248,861

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 604,045 693,852

短期借入金 2,234,300 2,407,300

未払金 94,259 81,418

未払法人税等 67,823 197,015

未払消費税等 59,506 125,472

賞与引当金 186,002 170,780

役員賞与引当金 － 33,200

その他 153,487 120,011

流動負債合計 3,399,424 3,829,049
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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)

固定負債

社債 900,000 900,000

長期借入金 7,620,850 7,720,100

長期預り金 236,400 236,400

繰延税金負債 155,645 108,702

長期未払金 17,489 34,979

退職給付引当金 581,011 579,200

役員退職慰労引当金 159,036 212,318

固定負債合計 9,670,433 9,791,700

負債合計 13,069,857 13,620,749

純資産の部

株主資本

資本金 2,539,731 2,539,731

資本剰余金 2,314,681 2,314,681

利益剰余金 2,598,004 2,542,302

自己株式 △10,790 △10,328

株主資本合計 7,441,626 7,386,386

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 293,620 241,725

評価・換算差額等合計 293,620 241,725

純資産合計 7,735,247 7,628,112

負債純資産合計 20,805,104 21,248,861
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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)

営業収益 2,702,739

営業原価 2,209,337

営業総利益 493,402

販売費及び一般管理費

給料及び手当 127,504

その他 106,239

販売費及び一般管理費合計 233,743

営業利益 259,659

営業外収益

受取利息 2,180

受取配当金 19,746

社宅使用料 5,814

持分法による投資利益 5,099

その他 3,556

営業外収益合計 36,397

営業外費用

支払利息 61,077

その他 8,375

営業外費用合計 69,453

経常利益 226,603

特別損失

投資有価証券評価損 18,552

特別損失合計 18,552

税金等調整前四半期純利益 208,050

法人税、住民税及び事業税 62,765

法人税等調整額 42,030

法人税等合計 104,795

四半期純利益 103,255
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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。

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) 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)

(単位：千円）
倉庫業 運送業 不動産賃貸業 その他の事業 計 消去又は全社 連結

 営業収益

 (1) 外部顧客に

　  対する営業収益 1,418,678 1,011,490 212,893 59,676 2,702,739 ─ 2,702,739

 (2) セグメント間の

     内部営業収益 8,543 377,333 41,709 11,641 439,227 (  439,227 ) ─

　  又は振替高

計 1,427,222 1,388,824 254,603 71,318 3,141,967 (  439,227 ) 2,702,739

営業利益 45,560 50,685 152,529 10,883 259,659 ─ 259,659

(注) 1.事業区分の方法

　 当社の事業区分の方法は事業の種類、性質に応じて区分しております。 

　 2.各事業の主要内容 

　 ① 倉庫業 …………… 貨物保管・荷役荷捌及びこれに付随する作業 

　 ② 運送業 …………… 貨物自動車運送及びこれに付随する業務 

　 ③ 不動産賃貸業 …………… 土地、家屋等の賃貸及び駐車場業 

　 ④ その他の事業 …………… ゴルフ練習場業

〔所在地別セグメント情報〕

　 在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。

〔海外売上高〕

　 海外売上高がないため、記載を省略しております。

(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。
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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

(単位：千円）

科 目

前年同四半期

( 平成20年3月期

第1四半期 )

金 額

 営 業 収 益 2,874,612

 営 業 原 価 2,392,300

 営 業 総 利 益 482,311

 販売費及び一般管理費 301,853

 営 業 利 益 180,457

 営 業 外 収 益 52,101

  受取利息及び配当金 25,178

  そ の 他 26,923

 営 業 外 費 用 70,210

  支 払 利 息 62,009

  そ の 他 8,200

 経 常 利 益 162,348

 税金等調整前四半期純利益 162,348

 法人税、住民税及び事業税 34,397

 法人税等調整額 55,390

 四半期純利益 72,560
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(2)セグメント情報

前第1四半期連結累計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年6月30日)

（単位：千円）
倉庫業 運送業 不動産賃貸業 その他の事業 計 消去又は全社 連結

 営業収益

 (1) 外部顧客に

　  対する営業収益 1,493,764 1,127,678 190,718 62,450 2,874,612            ─ 2,874,612

 (2) セグメント間の

     内部営業収益 14,515 356,654 42,669 10,800 424,639 (  424,639 )         ─

　  又は振替高

計 1,508,279 1,484,333 233,387 73,250 3,299,251 (  424,639 ) 2,874,612

営業利益 54,352 △ 13,037 125,815 13,327 180,457            ─ 180,457

(注) 1.事業区分の方法

      当社の事業区分の方法は事業の種類、性質に応じて区分しております。

　 2.各事業の主要内容

　 ① 倉庫業 …………… 貨物保管・荷役荷捌及びこれに付随する作業

　 ② 運送業 …………… 貨物自動車運送及びこれに付随する業務

　 ③ 不動産賃貸業 …………… 土地、家屋等の賃貸及び駐車場業

　 ④ その他の事業 …………… ゴルフ練習場業

〔所在地別セグメント情報〕

    在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。

〔海外売上高〕

    海外売上高がないため、記載を省略しております。
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