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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 57,381 ― 5,983 ― 6,537 ― 3,691 ―
20年3月期第1四半期 54,664 6.6 5,735 9.7 6,221 11.4 3,502 9.1

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 13.50 ―
20年3月期第1四半期 12.81 ―

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 285,085 235,073 82.4 859.30
20年3月期 284,447 232,841 81.8 851.13

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  235,035百万円 20年3月期  232,803百万円

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 ― ― ― 8.50 8.50
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 8.50 8.50

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  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 110,000 ― 11,800 ― 12,500 ― 7,300 ― 26.69
通期 223,000 2.1 23,800 5.7 25,100 5.5 14,700 7.9 53.74

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.連結の業績予想は、本資料発表時点において合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は今後の様々な要因により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  274,345,675株 20年3月期  274,345,675株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  826,053株 20年3月期  822,310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  273,520,551株 20年3月期第1四半期  273,531,124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１四半期連結会計期間のわが国経済は、エネルギー・原料価格高の影響を受け、個人消費は伸び悩み、民間設

備投資も鈍化するなど企業の業況感は一段と慎重さを増し、景気の先行きに不透明感が強まりました。

　物流業界におきましては、輸出入貨物が弱含みな動きを見せるなか、高騰が続く原油価格や環境問題への対応、顧

客の高度な物流システム要請等により、経営環境は依然として厳しい状況が続いております。

　このような状況下にあって、当社グループは積極的な提案型営業活動の展開と顧客ニーズにマッチした当社独自の

物流システムを活用した、高品質な物流サービスを提供するとともに、経営全般にわたる効率化にグループを挙げて

取組んでまいりました。

　この結果、当第１四半期連結会計期間における作業収入は前年同期に比べ5.0％増収の573億81百万円となり、利益

面におきましては、営業利益は前年同期に比べ4.3％増益の59億83百万円、経常利益は5.1％増益の65億37百万円とな

り、四半期純利益におきましては前年同期に比べ5.4％増益の36億91百万円となりました。

 

（セグメント別の概況）

〔物流事業部門〕

　港湾運送事業では、コンテナ貨物を中心に鉄鉱石、自動車、穀類などの取扱いが好調となりましたことから、作業

収入は前年同期に比べ9.9%増収の217億16百万円となりました。

　倉庫業や自動車運送関連事業では、新設物流センターの増床効果やサプライチェーン・マネジメントを組込んだ港

湾から保管・配送まで一貫した貨物の取扱いが順調に推移いたしましたことから、倉庫業の作業収入は前年同期に比

べ7.1%増収の51億71百万円となり、自動車運送関連事業の作業収入は前年同期に比べ6.6%増収の88億70百万円となり

ました。

　また、倉庫工場荷役請負業が前年同期に比べ4.8%増収の42億21百万円、港湾関連事業が前年同期に比べ3.1%増収の

35億62百万円になるなど、物流事業部門の作業収入は前年同期に比べ6.2%増収の547億55百万円となりました。

〔その他事業部門〕

　その他事業部門では、完成工事高の減少により、前年同期に比べ15.9%減収の26億26百万円となりました。

 

　  　　セグメント別作業収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　百万円) 

前第１四半期

連結会計期間

当第１四半期

連結会計期間

前第１四半期連結会計期間比増減

 金額 率（％）

物流事業     

港湾運送 19,767 21,716 1,949 9.9

倉庫 4,828 5,171 342 7.1

自動車運送関連 8,322 8,870 548 6.6

倉庫工場荷役請負 4,029 4,221 191 4.8

重量貨物運搬 1,562 1,824 261 16.7

港湾関連 3,456 3,562 106 3.1

梱包 733 840 107 14.7

内航海運取扱 707 755 47 6.8

通関 612 611 △1 △0.2

その他 7,520 7,180 △340 △4.5

小　　計 51,541 54,755 3,214 6.2

その他事業     

建設機工 2,224 1,779 △445 △20.0

その他 898 846 △51 △5.7

小　　計 3,123 2,626 △496 △15.9

合　　計 54,664 57,381 2,717 5.0



 

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１四半期連結会計期間末における総資産は、株式相場の上昇により「投資有価証券」が増加し、「有形固定資

産」が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて、6億37百万円増加の2,850億85百万円となりました。

　当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、流動負債の「支払手形及び下払未払金」並びに「未払法人税等」

が減少し、流動負債の「その他」に含まれる「未払費用」が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて、

15億93百万円減少の500億12百万円となりました。

　当第１四半期連結会計期間末における純資産は、四半期純利益による「利益剰余金」の増加並びに「その他有価証

券評価差額金」が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて、22億31百万円増加の2,350億73百万円となり

ました。

 

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが純収入とな

り、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローがそれぞれ純支出となりましたが、

現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末残高は前連結会計年度末に比べて、10億91百万円増加の205億61百

万円となりました。

　「営業活動によるキャッシュ・フロー」は税金等調整前四半期純利益63億58百万円に減価償却費26億58百万円、法

人税等の支払額47億4百万円などを加減算し、合計では51億50百万円の純収入となりました。

　「投資活動によるキャッシュ・フロー」は固定資産の取得により15億79百万円を支出し、その他の増減を合わせた

合計では、17億30百万円の純支出となりました。

　「財務活動によるキャッシュ・フロー」は配当金等を支出した結果、合計では23億27百万円の純支出となりました。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期の業績は概ね計画どおり推移しており、平成20年５月15日に公表いたしました第２四半期連結累計期

間及び通期の業績予想に変更はありません。

４．その他

(1）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固定資産については、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

によっております。

 

(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

（会計処理の変更）

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　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「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）が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財

務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等

を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に

係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用し

ております。

　これによる損益に与える影響はありません。

　なお、リース取引開始日が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続き採用しております。

 



③　たな卸資産については、従来、最終仕入原価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、最終仕入原価法による原価法（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。

　なお、これによる損益に与える影響はありません。

 

（追加情報）

　当社及び連結子会社は、法人税法の改正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直し、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耐用年数に変更しております。

　なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 14,261 13,169

受取手形及び営業未収金 39,850 39,842

有価証券 6,300 6,300

貯蔵品 320 328

その他 17,137 16,688

貸倒引当金 △107 △91

流動資産合計 77,761 76,236

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 99,261 96,183

土地 61,545 61,230

その他（純額） 16,021 21,109

有形固定資産合計 176,828 178,523

無形固定資産 6,365 6,373

投資その他の資産   

投資有価証券 16,563 15,109

その他 7,577 8,215

貸倒引当金 △11 △11

投資その他の資産合計 24,129 23,313

固定資産合計 207,323 208,210

資産合計 285,085 284,447

負債の部   

流動負債   

支払手形及び下払未払金 22,265 22,913

未払法人税等 2,728 4,876

賞与引当金 249 164

その他 10,916 9,682

流動負債合計 36,159 37,637

固定負債   

退職給付引当金 12,782 12,881

役員退職慰労引当金 30 29

船舶特別修繕引当金 11 11

その他 1,027 1,045

固定負債合計 13,852 13,968

負債合計 50,012 51,605



（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,642 31,642

資本剰余金 26,854 26,854

利益剰余金 172,106 170,739

自己株式 △445 △442

株主資本合計 230,157 228,793

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,877 4,010

評価・換算差額等合計 4,877 4,010

少数株主持分 37 37

純資産合計 235,073 232,841

負債純資産合計 285,085 284,447



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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) 

作業収入 57,381

作業原価 47,613

作業総利益 9,768

販売費及び一般管理費 3,784

営業利益 5,983

営業外収益  

受取利息 35

受取配当金 298

持分法による投資利益 27

その他 195

営業外収益合計 556

営業外費用  

雑支出 3

営業外費用合計 3

経常利益 6,537

特別利益  

固定資産売却益 1

特別利益合計 1

特別損失  

固定資産除売却損 180

特別損失合計 180

税金等調整前四半期純利益 6,358

法人税、住民税及び事業税 2,625

法人税等調整額 41

法人税等合計 2,666

少数株主利益 0

四半期純利益 3,691



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 6,358

減価償却費 2,658

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16

退職給付引当金の増減額（△は減少） △98

受取利息及び受取配当金 △333

持分法による投資損益（△は益） △27

有形固定資産除売却損益（△は益） 178

売上債権の増減額（△は増加） △7

たな卸資産の増減額（△は増加） 8

仕入債務の増減額（△は減少） △648

その他 1,387

小計 9,492

利息及び配当金の受取額 363

法人税等の支払額 △4,704

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,150

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △1,579

固定資産の売却による収入 8

投資有価証券の取得による支出 △6

貸付けによる支出 △7

貸付金の回収による収入 7

その他 △152

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,730

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △2,324

自己株式の増減額（△は増加） △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,327

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,091

現金及び現金同等物の期首残高 19,469

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,561



　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

【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）

　物流事業の作業収入及び営業利益の金額は、全セグメントの作業収入の合計及び営業利益の合計額に占める割

合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

 

【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）

　本邦の作業収入は、全セグメントの作業収入の合計に占める割合が90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。

 

【海外作業収入】

　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）

　海外作業収入は、連結作業収入の10％未満のため、海外作業収入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。



「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（百万円）

Ⅰ  作業収入 54,664

Ⅱ　作業原価 45,138

作業総利益 9,525

Ⅲ　販売費及び一般管理費 3,790

営業利益 5,735

Ⅳ　営業外収益 486

Ⅴ　営業外費用 0

経常利益 6,221

Ⅵ　特別利益 0

Ⅶ　特別損失 178

税金等調整前四半期純利益 6,043

法人税等 2,539

　少数株主利益 0

四半期純利益 3,502



（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（百万円）

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 6,043

　減価償却費 2,455

　貸倒引当金の増減額 △64

　退職給付引当金の増減額 △140

　受取利息及び受取配当金 △330

　持分法による投資損益 △12

　投資有価証券評価損 169

　有形固定資産売廃却損益 8

　売上債権の増減額 △1,145

　たな卸資産の増減額 △23

　仕入債務の増減額 △431

　その他 2,100

小計 8,628

　利息及び配当金の受取額 363

　法人税等の支払額 △4,864

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,127

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

　固定資産の取得による支出 △4,077

　固定資産の売却による収入 12

　投資有価証券の取得による支出 △462

　貸付による支出 △7

　貸付金の回収による収入 6

　その他 △39

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,569

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　配当金の支払額 △2,598

　自己株式の増減額 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,600

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 △3,042

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残高 11,924

Ⅵ　現金及び現金同等物四半期末残高 8,882



（３）セグメント情報

〔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～平成19年６月30日）

　事業の種類として「物流事業」及び「その他事業」に区分しております。

　なお、「物流事業」の作業収入は515億41百万円と全セグメントの作業収入の合計(549億3百万円(セグメント間

取引高2億39百万円含む))の93.9%の割合を占め、「物流事業」の営業利益は55億4百万円と全セグメントの営業利

益の合計(57億40百万円(セグメント間取引による営業利益5百万円含む))の95.9%の割合を占め、「物流事業」の

割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

（セグメントの変更について）

　当連結会計年度より、当社の事業区分及び名称の見直しを行った結果、従来の「港湾運送事業」、「倉庫及び

運輸関連事業」及び「その他事業」のうちの重量貨物運搬業を集約し、「物流事業」と区分を変更することとい

たしました。

　この集約及び変更は、港湾運送事業の規制緩和や受注形態の多様化に伴い、従来のセグメント区分では実態に

合わなくなってきたことから、事業の実態をより的確に反映させるために行ったものであります。

　なお、変更前のセグメント区分による作業収入は、港湾運送事業197億67百万円、倉庫及び運輸関連事業302億

11百万円、その他事業49億16百万円(セグメント間取引高2億30百万円含む)となっております。

　また、変更前のセグメント区分による営業利益は、港湾運送事業27億78百万円、倉庫及び運輸関連事業25億15

百万円、その他事業4億46百万円(セグメント間取引による営業利益4百万円含む)となっております。
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