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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 9,248 ― 52 ― 14 ― 2 ―

20年3月期第1四半期 9,347 1.4 22 △76.1 3 △95.7 △30 ―

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 0.15 ―

20年3月期第1四半期 △2.17 ―

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 25,171 6,920 27.3 494.72
20年3月期 25,998 6,963 26.6 497.86

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  6,863百万円 20年3月期  6,907百万円

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

21年3月期（予想） ――― ― ― 6.00 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 20,200 ― 320 ― 220 ― 80 ― 5.77
通期 41,100 2.5 740 72.9 550 45.5 200 △42.8 14.42

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  無  

(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、2ページ【定性的情報・財務諸表等】4．その他をご参照下さい。  

(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．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、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。 
   世界経済・競合状況・為替・金利の変動等にかかわるリスクや不安定要因により実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。なお、業 
   績予想に関する事項は、2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。 
 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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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  14,021,363株 20年3月期  14,021,363株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  148,858株 20年3月期  147,058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  13,873,405株 20年3月期第1四半期  13,876,844株



【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、未曾有の原油高により、食品をはじめとした生活物資の値上げが相次いだこ

とで消費者心理が悪化し、景気の減速感が強まりました。

　運輸業界においても燃料をはじめとした輸送コストがさらに上昇し、以前にも増して厳しい経営環境となりました。

　　　このような状況下、当第１四半期の業績は、売上高については札幌通運の倉庫部門の取扱いが減少したこと等によ

　　り前年同期より９千９百万円減（△1.1％）の92億４千８百万円となりました。一方、利益面では、燃料上昇分のコ

　　スト転嫁がある程度浸透してきたことや輸送体制の改善・効率化を積極的に実施したことにより、営業利益は前年同

　　期より２千９百万円増（130.9％）の５千２百万円、経常利益は前年同期より１千万円増（282.0％）の１千４百万

　　円、第１四半期純利益は前年同期と比べて特別損失が僅少であったため３千２百万円増の２百万円となりました。

　尚、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。この報告制度の導入に伴い費用の

期間帰属をより厳密に行ったため、前年同期に比べて人件費が３千３百万円増加し、営業利益、経常利益、税金等調

整前四半期純利益はそれぞれ同額減少しております。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末における総資産は、主に現金預金、営業未収入金が減少したことにより前連結会計年度末より８億

２千６百万円減少し251億７千１百万円となりました。

　　　負債は、未払賞与の計上によりその他流動負債が増加した一方、賞与引当金、営業未払金、未払法人税等が減少し

　　たことにより前連結会計年度末より７億８千３百万円減少し182億５千１百万円となりました。

　　　純資産の部は、主に配当金の支払等により、前連結会計年度末より４千３百万円減少し69億２千万円となりまし

　　た。この結果、自己資本比率は27.3％となりました。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　通期の業績予想につきましては、平成20年５月19日発表値から変更はありません。

 

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

　該当ありません。

 

（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　「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

　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　「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりましたが、

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、主として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

切下げの方法）により算定しております。

－ 1 －



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 1,721,497 2,040,066

受取手形 810,508 797,426

営業未収入金 4,916,446 5,359,228

たな卸資産 58,282 45,643

繰延税金資産 155,671 144,221

その他 888,958 944,752

貸倒引当金 △13,995 △15,909

流動資産合計 8,537,369 9,315,428

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,610,260 4,662,576

土地 6,140,529 6,140,529

その他（純額） 2,071,442 2,094,554

有形固定資産合計 12,822,233 12,897,661

無形固定資産   

のれん 123,598 137,332

その他 194,350 198,151

無形固定資産合計 317,949 335,483

投資その他の資産   

投資有価証券 1,115,012 1,050,828

繰延税金資産 280,831 300,082

差入保証金 1,495,121 1,492,860

その他 666,370 667,294

貸倒引当金 △65,420 △63,579

投資その他の資産合計 3,491,915 3,447,486

固定資産合計 16,632,098 16,680,631

繰延資産   

創立費 2,450 2,800

繰延資産合計 2,450 2,800

資産合計 25,171,918 25,998,859



（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 893,497 1,170,247

営業未払金 3,629,818 4,039,344

短期借入金 6,503,124 6,516,764

未払法人税等 18,020 318,370

賞与引当金 28,149 245,054

役員賞与引当金 － 32,820

その他 1,786,517 1,267,649

流動負債合計 12,859,126 13,590,251

固定負債   

社債 300,000 300,000

長期借入金 4,063,632 4,081,643

繰延税金負債 93,922 85,538

退職給付引当金 686,254 687,354

役員退職慰労引当金 97,840 137,640

その他 150,818 152,833

固定負債合計 5,392,467 5,445,009

負債合計 18,251,593 19,035,260

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 556,843 556,843

利益剰余金 5,531,438 5,612,558

自己株式 △50,919 △50,112

株主資本合計 7,037,362 7,119,289

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △174,346 △211,811

評価・換算差額等合計 △174,346 △211,811

少数株主持分 57,308 56,119

純資産合計 6,920,324 6,963,598

負債純資産合計 25,171,918 25,998,859



（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 9,248,053

営業原価 8,798,009

営業総利益 450,044

販売費及び一般管理費 397,851

営業利益 52,192

営業外収益  

受取利息 4,952

受取配当金 15,900

寮収入 11,453

その他 14,980

営業外収益合計 47,288

営業外費用  

支払利息 44,242

寮支出 32,097

その他 8,947

営業外費用合計 85,287

経常利益 14,193

特別利益  

貸倒引当金戻入額 73

特別利益合計 73

特別損失  

固定資産除売却損 1,084

特別損失合計 1,084

税金等調整前四半期純利益 13,182

法人税、住民税及び事業税 17,475

法人税等調整額 △9,272

法人税等合計 8,202

少数株主利益 2,853

四半期純利益 2,125



 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）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

（要約）四半期連結損益計算書

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　営業収益 9,347,425

Ⅱ　営業原価 8,915,077

営業総利益 432,347

Ⅲ　販売費及び一般管理費 409,745

営業利益 22,602

Ⅳ　営業外収益 52,446

Ⅴ　営業外費用 71,333

経常利益 3,715

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 33,937

税金等調整前四半期純損失 30,221

法人税、住民税及び事業税 4,392

少数株主損失 4,499

四半期純損失 30,115

－ 2 －
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