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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 11,277 ― 471 ― 380 ― 256 ―
20年3月期第1四半期 11,954 △2.6 522 2.4 429 2.4 △432 ―

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 3.93 ―
20年3月期第1四半期 △6.62 ―

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 47,717 12,980 27.2 198.73
20年3月期 46,675 12,849 27.5 196.72

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  12,980百万円 20年3月期  12,849百万円

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 ― ― ― 5.60 5.60
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 5.60 5.60

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 22,000 ― 880 ― 650 ― 370 ― 5.66
通期 44,100 △2.6 1,800 △16.0 1,300 △20.4 750 150.8 11.48

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）  有  

（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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．業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づき作成されたものであり、リスクや不確定要素を含 
   んでおりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。 
 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。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名
ケイヒンコンテナ急送株式会社〔本店 兵庫県
神戸市〕

）

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  65,364,457株 20年3月期  65,364,457株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  47,665株 20年3月期  46,609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  65,317,238株 20年3月期第1四半期  65,320,756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１四半期連結会計期間のわが国経済は、米国経済の減速や原油をはじめとする資源価格が高

騰するなかで、企業収益が低下し、設備投資や個人消費に鈍化がみられるなど、景気の先行きに対

する不透明感が一層強まってまいりました。 

物流業界におきましては、国内貨物や国際貨物の荷動きに伸び悩みがみられ、物流合理化や競争

激化に伴う料金値下げに加えて、原油価格高騰によるコスト圧迫が続くなど、業界を取り巻く収益

環境は依然として厳しい状態が続いております。 

当社グループは、このような環境のもと、物流合理化などによる影響がありましたものの、平成 

18年４月にスタートさせた中期経営計画「ケイヒングループ経営３ヵ年“STEP FORWARD”計画」の

最終年度を迎え、営業開発活動を強力に推進して業務受注の拡大を図り、計画目標の達成に向けた

取り組みを重点的に実施して、業績の向上に努めるとともに、経営体制の整備や経営の効率化を図

り、業績の回復・向上に努めました。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は112億７千７百万円、営業利益は４億７千１

百万円、経常利益は３億８千万円、四半期純利益は２億５千６百万円となり、１株当たり四半期純

利益は３円93銭となりました。 

 

当社グループの物流事業に係る事業部門の業績は、次のとおりであります。 

 

   事業部門別売上高 

前年同期比増減（△印減） 

部門 

当第１四半期 

連結累計期間 

（百万円） 

前第１四半期 

連結累計期間 

（百万円） 
金額(百万円) 比率(％) 

国際物流部門 4,698 5,312 △ 614 △ 11.6 

国内物流部門 4,289 4,647 △ 358 △  7.7 

宅配物流部門 2,289 1,993 296 14.9 

合計 11,277 11,954 △ 677 △  5.7 

 

国際物流部門 

国際物流部門におきましては、港湾作業や輸出車輌の海上輸送の貨物取扱いは順調に推移しまし

たが、複合一貫輸送、海運貨物および航空貨物の貨物取扱いが低調に推移しました結果、国際物流

部門の売上高は46億９千８百万円となりました。 

 

国内物流部門 

国内物流部門におきましては、倉庫保管・荷役、一般貨物輸送および海上コンテナ輸送の貨物取

扱いが低調に推移しました結果、国内物流部門の売上高は42億８千９百万円となりました。 

 

宅配物流部門 

宅配物流部門におきましては、宅配および商品センター作業の商品取扱いが好調に推移しました

結果、宅配物流部門の売上高は22億８千９百万円となりました。 
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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の総資産は、現金及び預金や投資有価証券の増加により、前連結会

計年度末比10億４千２百万円増の477億１千７百万円となりました。 

負債合計は、有利子負債や繰延税金負債の増加により、前連結会計年度末比９億１千２百万円増

の347億３千７百万円となりました。 

また、純資産合計は、評価・換算差額等の増加により、前連結会計年度末比１億３千１百万円増

の129億８千万円となりました。 

 

（２）連結キャッシュ・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３億８千万円、減価償却費４億１千６百万円等により、８億９百万円の増加となりました。 
 

   当第１四半期連結会計期間における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

る支出１億８千２百万円等により、２億７千３百万円の減少となりました。 
 

   当第１四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の借入れ等に

より、２億４千７百万円の増加となりました。 
 

   この結果、当第１四半期連結会計期間の連結キャッシュ・フローは、これらに現金及び現金同等

物に係る換算差額(１億２千４百万円の減少)を加えた全体では６億５千９百万円の増加となり、現

金及び現金同等物の四半期末残高は22億８百万円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間の業績は、概ね期首予想（平成20年５月15日発表の予想数値）に沿っ

て進捗しているため、第２四半期連結累計期間および通期ともに期首予想を据え置いております。 
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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） 

   ケイヒンコンテナ急送株式会社〔本店 兵庫県神戸市〕については、平成20年２月22日付にて清

算結了したため、当第１四半期連結会計期間より除外しております。なお、前連結会計年度におい

ては、清算結了までの損益計算書のみを連結しております。 

 

（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 

  ① 簡便な会計処理 

一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい

変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を

算定しております。 
     

固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却費について、固定資産の年度中の取得を考慮した予算を策定しているため、当該予

算に基づく年間償却予定額を期間按分して算定しております。 
 

繰延税金資産の回収可能性の判断 

経営環境などに著しい変化が発生していないため、前連結会計年度末の検討において使用し

た将来の業績予想やタックス・プランニングを利用しております。 
 

退職給付費用の計上基準 

従業員の退職給付に備えるため、当第１四半期連結会計期間末において発生していると認め

られる額を計上しております。 

 

  ② 四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 

     該当事項はありません。 

 

（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 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「連結財務諸表作成における在外子会社の

会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告

第18号）を適用しております。なお、これによる損益への影響はありません。 
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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：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 2,208 1,549

受取手形及び売掛金 5,503 5,590

繰延税金資産 37 93

その他 1,268 1,279

貸倒引当金 △34 △41

流動資産合計 8,983 8,472

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 39,984 39,874

減価償却累計額 △20,669 △20,355

建物及び構築物（純額） 19,315 19,519

機械装置及び運搬具 1,893 1,889

減価償却累計額 △1,528 △1,527

機械装置及び運搬具（純額） 365 362

工具、器具及び備品 3,440 3,416

減価償却累計額 △2,849 △2,811

工具、器具及び備品（純額） 590 605

土地 10,884 10,884

建設仮勘定 1 1

有形固定資産合計 31,157 31,372

無形固定資産   

借地権 977 977

その他 486 498

無形固定資産合計 1,463 1,475

投資その他の資産   

投資有価証券 5,288 4,625

繰延税金資産 175 173

その他 619 523

投資その他の資産合計 6,082 5,321

固定資産合計 38,704 38,170

繰延資産   

社債発行費 30 32

繰延資産合計 30 32

資産合計 47,717 46,675
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（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) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 4,243 4,209

短期借入金 9,182 7,454

1年内償還予定の社債 2,000 2,000

未払法人税等 84 552

繰延税金負債 3 2

その他 1,608 1,103

流動負債合計 17,123 15,322

固定負債   

社債 3,000 3,000

長期借入金 10,463 11,604

長期未払金 195 195

繰延税金負債 436 114

退職給付引当金 2,407 2,448

役員退職慰労引当金 663 682

その他 448 456

固定負債合計 17,614 18,502

負債合計 34,737 33,825

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,376 5,376

資本剰余金 4,415 4,415

利益剰余金 2,730 2,839

自己株式 △10 △10

株主資本合計 12,511 12,620

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 698 284

為替換算調整勘定 △230 △55

評価・換算差額等合計 468 228

純資産合計 12,980 12,849

負債純資産合計 47,717 46,675
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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：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) 

売上高 11,277

売上原価 10,360

売上総利益 916

一般管理費 444

営業利益 471

営業外収益  

受取利息及び配当金 52

その他 6

営業外収益合計 59

営業外費用  

支払利息 136

その他 13

営業外費用合計 150

経常利益 380

特別利益  

事業譲渡益 20

貸倒引当金戻入額 2

固定資産売却益 1

特別利益合計 23

特別損失  

投資有価証券評価損 16

特別退職金 6

固定資産売却損 0

特別損失合計 23

税金等調整前四半期純利益 380

法人税、住民税及び事業税 62

法人税等調整額 60

法人税等合計 123

四半期純利益 256
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（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 380

減価償却費 416

投資有価証券評価損益（△は益） 16

固定資産売却損益（△は益） △0

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6

退職給付引当金の増減額（△は減少） △41

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △19

受取利息及び受取配当金 △52

支払利息 136

売上債権の増減額（△は増加） 86

仕入債務の増減額（△は減少） 34

その他 449

小計 1,398

利息及び配当金の受取額 52

利息の支払額 △127

法人税等の支払額 △514

営業活動によるキャッシュ・フロー 809

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △0

固定資産の取得による支出 △182

固定資産の売却による収入 7

貸付けによる支出 △38

貸付金の回収による収入 0

投融資による支出 △68

投融資の回収による収入 7

投資活動によるキャッシュ・フロー △273

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,835

短期借入金の返済による支出 △60

長期借入金の返済による支出 △1,187

自己株式の売却による収入 0

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △339

財務活動によるキャッシュ・フロー 247

現金及び現金同等物に係る換算差額 △124

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 659

現金及び現金同等物の期首残高 1,549

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,208
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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）および「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) 

当社グループは国際輸送、港湾運送、倉庫、陸上運送、宅配等からなる物流サービスを中心とした物

流事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、事業の種類別セグメント情報は記載して

おりません。 

 

   【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) 

本邦の売上高は、連結会社の売上高の合計に占める割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

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) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高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。 
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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

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)

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 11,954

Ⅱ　売上原価 10,967

987

Ⅲ　一般管理費 464

522

Ⅳ　営業外収益 57

　１受取利息及び配当金 52

　２持分法による投資利益 1

　３その他 4

Ⅴ　営業外費用 150

　１支払利息 145

　２その他 5

429

Ⅵ　特別利益 0

　　その他 0

Ⅶ　特別損失 697

　１過年度役員退職慰労引当金繰入額 695

　２その他 1

267

164

432

科目

　法人税等

　四半期純損失

売上総利益

営業利益

経常利益

　税金等調整前四半期純損失
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　（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
(自 平成19年４月１日

  至 平成19年６月30日)

金額（百万円）

Ⅰ

1 税金等調整前四半期純損失（△） △ 267

2 減価償却費 406

3 固定資産売却損益（△は益） △ 0

4 貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 0

5 退職給付引当金の増減額（△は減少） 8

6 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 636

7 受取利息及び受取配当金 △ 52

8 支払利息 145

9 売上債権の増減額（△は増加） 109

10 仕入債務の増減額（△は減少） 436

11 その他 45

1,467

12 利息及び配当金の受取額 52

13 利息の支払額 △ 133

14 法人税等の支払額 △ 341

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,044

Ⅱ

1 投資有価証券の取得による支出 △ 0

2 固定資産の取得による支出 △ 356

3 固定資産の売却による収入 0

4 貸付けによる支出 △ 1

5 貸付金の回収による収入 0

6 その他の支出 △ 0

7 その他の収入 4

△ 354

Ⅲ

1 短期借入れによる収入 980

2 短期借入金の返済による支出 △ 1,020

3 長期借入金の返済による支出 △ 1,110

4 自己株式の取得による支出 △ 0

5 配当金の支払額 △ 340

Ⅳ △ 1,491

Ⅴ △ 1

Ⅵ △ 802

Ⅶ 3,130

Ⅷ 2,328

区分

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

小計

現金及び現金同等物の四半期末残高

現金及び現金同等物の期首残高
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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) 

当社グループは国際輸送、港湾運送、倉庫、陸上運送、宅配等からなる物流サービスを中心とした物

流事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、事業の種類別セグメント情報は記載して

おりません。 

 

   【所在地別セグメント情報】 

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) 

本邦の売上高は、連結会社の売上高の合計に占める割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

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

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
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