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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）

営業収益 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 5,601 ― 54 ― 63 ― 31 ―

20年3月期第1四半期 5,344 △7.4 △59 △130.4 △49 △124.5 △152 △114.8

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 4.00 ―

20年3月期第1四半期 △20.88 ―

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 22,926 16,031 69.4 2,010.57
20年3月期 23,205 16,102 68.9 2,018.77

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  15,916百万円 20年3月期  15,981百万円

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 ― 4.00 ― 6.00 10.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 4.00 ― 6.00 10.00

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  
 

営業収益 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 10,900 ― 110 ― 120 ― 70 ― 8.84
通期 22,200 2.9 320 ― 330 ― 190 ― 24.00

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  

(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．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は、業況の変化等により上記予想数値と異なる場合がありま
す。業績予想の前提となる条件等については、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
  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）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、「四半期財務諸表規則」に従い四半期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 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  8,258,322株 20年3月期  8,258,322株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  341,782株 20年3月期  341,782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  7,916,540株 20年3月期第1四半期  7,306,540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におけるわが国経済は、米国経済の減速、原油価格や原材料価格の高騰による物価上

昇などから企業収益が悪化するとともに、個人消費も停滞するなど、景気のさらなる減速感が広がる状況で推移し

ました。 

 物流業界におきましては、急激な円高により輸出企業を中心として企業収益が減少し、輸出入貨物の荷動きにも

陰りが見えるなど先行き不透明感が増すなか、物流の合理化、高品質化への要求がますます強まり、これら顧客ニ

ーズに迅速に対応していくことが求められており、依然として厳しい経営環境が続いております。 

 このような状況のもと、当社グループは、2008年度から2010年度の３ヶ年を実行期間とする中期経営計画を最重

要課題とし、北関東地区物流の構築、輸配送業務の強化、ＮＶＯＣＣ業務の強化等を積極的に取り組んでまいりま

した。 

 この結果、当第１四半期の営業収益は5,601百万円（前年同期比4.8％増）、営業利益は54百万円（前年同期は営

業損失59百万円）、経常利益は63百万円（前年同期は経常損失49百万円）、四半期純利益は31百万円（前年同期は

四半期純損失152百万円）となりました。 

 当社グループの事業は次のとおりであります。 

 総合物流事業 

 ①倉庫業 

 普通倉庫業務は、コーヒー豆、雑豆や食料品など貨物取扱量が堅調に推移したため、入出庫量、保管残高、保

管高とも前年同期を上回りました。 

 冷蔵倉庫業務は、依然として貨物取扱いは低調で、入出庫量、保管高等は前年同期を下回りました。 

 この結果、営業収益は1,991百万円（前年同期比5.9%増）となりました。 

 ②港湾運送業 

 港湾運送業務は、荷捌き取扱いは前年同期を上回りましたが、北米への輸出船積業務や船内荷役業務が低調に

推移しました。 

 この結果、営業収益は615百万円（前年同期比3.1％減）となりました。 

 ③貨物運送取扱業 

 貨物運送取扱業務は、冷蔵貨物の取扱いが減少しましたが、普通貨物の取扱いが堅調であったことからコンテ

ナ運送も堅調に推移し、また、小口配送業務の取扱が増加しました。 

 この結果、営業収益は1,629百万円（前年同期比6.6％増）となりました。 

 ④その他の物流業 

 国際業務は、ＮＶＯＣＣ（国際複合一貫輸送）業務において新規顧客の獲得や既存顧客との取引拡大により順

調に推移し、航空貨物の取扱いも堅調でした。 

 流通加工業務は、食品関連業務やコーヒー豆や輸入豆類の選別作業は前年同期を下回りました。 

 手続業務は、通関業務を外部委託しておりますので、前年同期と同程度でありました。 

 この結果、営業収益は1,346百万円（前年同期比5.5％増）となりました。 

 その他事業 

 パレットやコンテナ販売が低調に推移したことにより、営業収益は18百万円（前年同期比20.7％減）となりま

した。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利

益が57百万円となり、減価償却費、賞与引当金の減少、長期借入金の返済等により前連結会計年度末より79百万円

減少し、当第１四半期連結会計期間末には2,870百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間における営業活動の結果獲得した資金は、199百万円となりました。これは主として、

税金等調整前四半期純利益57百万円、減価償却費244百万円、賞与引当金の減少額141百万円によるものでありま

す。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は、17百万円となりました。これは主として、

有形固定資産の取得による支出18百万円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） 

 当第１四半期連結会計期間における財務活動の結果使用した資金は、242百万円となりました。これは主として、

長期借入金の返済による支出191百万円、配当金の支払額47百万円によるものであります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  平成20年５月20日に公表しました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 

１．会計処理基準に関する事項の変更 

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リース取引に関する会計基準の適用 

 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（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））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（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））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リース会計基準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、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。   

 ③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 

 「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）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。これによる損益に与

える影響はありません。 

２．追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 当社グループの機械装置については、従来、耐用年数を２年～13年としておりましたが、当第１四半期連結

会計期間より２年～12年に変更しました。 

 この変更は、平成20年度の法人税法の改正により減価償却資産の耐用年数の見直しが行われたことによるも

のであります。なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

（役員退職慰労金） 

 当社は、従来、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりました

が、平成20年６月27日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することを決定し、平

成20年６月27日開催の定時株主総会において、役員の退任時に同総会終結時までの在任期間に応じた退職慰労

金を打ち切り支給することが決議されました。この結果、役員退職慰労金制度廃止日までの期間に対応する役

員退職慰労金相当額をその他（固定負債）として計上しております。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：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 3,128,263 3,233,965

受取手形及び営業未収金 3,277,514 3,210,861

繰延税金資産 82,458 136,585

その他 784,066 816,452

貸倒引当金 △1,910 △1,950

流動資産合計 7,270,392 7,395,914

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,524,008 7,606,855

機械装置及び運搬具（純額） 765,287 756,150

工具、器具及び備品（純額） 133,768 144,719

土地 2,159,439 2,159,439

有形固定資産合計 10,582,503 10,667,165

無形固定資産   

港湾等施設利用権 1,484,324 1,484,324

その他 1,180,282 1,258,922

無形固定資産合計 2,664,606 2,743,246

投資その他の資産   

投資有価証券 1,141,680 1,131,898

長期貸付金 134,428 137,401

差入保証金 976,609 976,019

繰延税金資産 55,695 53,155

その他 117,241 117,061

貸倒引当金 △16,626 △16,734

投資その他の資産合計 2,409,028 2,398,803

固定資産合計 15,656,138 15,809,215

資産合計 22,926,531 23,205,129



（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   

支払手形及び営業未払金 2,081,207 2,000,310

短期借入金 1,440,548 1,492,862

未払法人税等 18,590 17,681

賞与引当金 132,115 273,391

役員賞与引当金 540 19,197

その他 500,070 386,867

流動負債合計 4,173,072 4,190,310

固定負債   

長期借入金 1,239,000 1,388,000

繰延税金負債 295,475 336,273

退職給付引当金 964,603 959,220

その他 223,075 228,831

固定負債合計 2,722,154 2,912,326

負債合計 6,895,226 7,102,636

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,108,000 2,108,000

資本剰余金 1,862,230 1,862,230

利益剰余金 12,218,528 12,234,390

自己株式 △444,965 △444,965

株主資本合計 15,743,794 15,759,655

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 228,167 222,529

為替換算調整勘定 △55,195 △492

評価・換算差額等合計 172,971 222,037

少数株主持分 114,539 120,800

純資産合計 16,031,305 16,102,493

負債純資産合計 22,926,531 23,205,129



（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 5,601,656

営業原価 5,062,397

営業総利益 539,258

販売費及び一般管理費 484,936

営業利益 54,321

営業外収益  

受取利息 3,598

受取配当金 14,999

不動産賃貸料 5,923

その他 4,001

営業外収益合計 28,522

営業外費用  

支払利息 13,266

コミットメントフィー 1,495

為替差損 4,064

その他 224

営業外費用合計 19,051

経常利益 63,792

特別利益  

固定資産売却益 412

投資有価証券売却益 1,799

特別利益合計 2,212

特別損失  

固定資産除却損 8,578

特別損失合計 8,578

税金等調整前四半期純利益 57,426

法人税、住民税及び事業税 15,109

法人税等調整額 7,029

法人税等合計 22,138

少数株主利益 3,650

四半期純利益 31,637



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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 57,426

減価償却費 244,344

貸倒引当金の増減額（△は減少） △148

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,383

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △84,070

賞与引当金の増減額（△は減少） △141,276

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,657

受取利息及び受取配当金 △18,597

支払利息 13,266

コミットメントフィー 1,495

有形固定資産除却損 8,578

有形固定資産売却損益（△は益） △412

投資有価証券売却損益（△は益） △1,799

売上債権の増減額（△は増加） △66,652

仕入債務の増減額（△は減少） 80,897

その他 131,626

小計 211,405

利息及び配当金の受取額 21,138

利息の支払額 △16,829

法人税等の支払額 △15,994

営業活動によるキャッシュ・フロー 199,719

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 △18,018

無形固定資産の取得による支出 △3,028

有形固定資産の売却による収入 1,255

投資有価証券の取得による支出 △684

投資有価証券の売却による収入 1,800

長期貸付金の回収による収入 2,973

差入保証金の差入による支出 △190

差入保証金の回収による収入 78

その他 △1,276

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,089

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △3,464

長期借入金の返済による支出 △191,000

コミットメントフィー △1,495

配当金の支払額 △47,499

少数株主への配当金の支払額 △489

その他 1,695

財務活動によるキャッシュ・フロー △242,252

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,897

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △79,520

現金及び現金同等物の期首残高 2,950,345

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,870,824



 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）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 

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 5,344,816 

Ⅱ 営業原価 4,898,175 

営業総利益 446,641 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 506,386 

営業損失 59,745 

Ⅳ 営業外収益  29,499 

受取利息  4,969 

受取配当金 13,479 

不動産賃貸収入 6,143 

その他 4,908 

Ⅴ 営業外費用  19,427 

支払利息 16,041 

為替差損 1,890 

コミットメントフィー 1,495 

その他  0 

経常損失 49,673 

Ⅵ 特別利益 976 

固定資産売却益 780 

投資有価証券売却益 195 

Ⅶ 特別損失 1,042 

固定資産売却損 137 

固定資産除却損 904 

税金等調整前四半期純損失 49,738 

法人税、住民税及び事業税 21,017 

法人税等調整額 78,548 

少数株主利益 3,276 

四半期純損失 152,581 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
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   

税金等調整前四半期純損失 △49,738 

減価償却費  232,953 

貸倒引当金の増加額 52 

退職給付引当金の増加額  28,664 

役員退職慰労金引当金の増加額  4,962 

賞与引当金の減少額  △146,071 

役員賞与引当金の減少額  △14,718 

受取利息及び配当金  △18,448 

支払利息  16,041 

コミットメントフィー  1,495 

固定資産除却損  904 

固定資産売却損益 △643 

投資有価証券売却損益  △195 

売上債権の減少額  25,921 

仕入債務の減少額  △30,138 

その他 105,632 

小計 156,675 

利息及び配当金の受取額 20,923 

利息の支払額  △24,862 

法人税等の支払額  △707,951 

営業活動によるキャッシュ・フロー △555,215 

 



 
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  △49,696 

無形固定資産の取得による支出   △1,680 

有形固定資産の売却による収入   2,388 

投資有価証券の取得による支出   △715 

投資有価証券の売却による収入   3,399 

長期貸付金の回収による収入  3,073 

差入保証金の増加による支出  △849 

差入保証金の減少による収入  1,557 

その他  △207 

投資活動によるキャッシュ・フロー △42,729 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（純額）  460,721 

長期借入金の返済による支出  △193,000 

コミットメントフィー  △1,495 

配当金の支払額  △43,839 

少数株主への配当金の支払額  △489 

財務活動によるキャッシュ・フロー 221,897 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 666 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △375,381 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,866,619 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,491,237 
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