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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 5,167 ― 114 ― 116 ― 58 ―

20年3月期第2四半期 5,119 5.6 218 57.8 193 69.0 104 62.8

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2四半期 4.01 ―

20年3月期第2四半期 7.19 ―

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2四半期 8,551 1,243 14.5 85.85
20年3月期 8,710 1,223 14.0 84.48

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  1,243百万円 20年3月期  1,223百万円

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 ― ― ― 2.50 2.50
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 2.50 2.50

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） 
（％表示は対前期増減率） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 10,381 △1.0 331 △31.8 312 △28.7 166 △33.8 11.52

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．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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、および上記１に係る業績
予想の具体的修正内容は、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覧下さい。 
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）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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期 14,500,000株 20年3月期 14,500,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 15,843株 20年3月期 15,738株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期 14,484,244株 20年3月期第2四半期 14,485,963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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題などに端を発した世界経済

の減速懸念、原油・原材料価格の高騰等による影響などにより、景気後退の色あいが強まる展開となりました。 

このような状況のもと、当社グループの売上高は51億67百万円と前年同期比で47百万円の増収ながら、営業利

益は前年比１億３百万円減の１億14百万円、経常利益は前年比76百万円減の１億16百万円となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

売上高においては、情報サービス事業は、金融業向けソフト開発および人事給与に関するプロダクト事業にお

いて計画していた案件が延期となったものの他案件でカバーできたこと、データ・ストレージ事業においても当

初計画を上回る立ち上がりができたことなどにより、情報サービス事業全体では堅調に推移し、売上高は前年比

１億31百万円増の33億11百万円となりました。 

 また、物流事業全体の売上高は前年比84百万円減の18億55百万円となりました。 

 各事業の業況は次のとおりであります。 

陸運事業は、昨年度からのセメント需要の低迷が続くほか、小麦原料の政府引渡し価格の値上げに伴う小麦粉

製品の値上げが影響して配送量が減少し、売上高は８億84百万円となりました。 

海運事業は、中央防波堤における建設発生土の新規取扱いを受注したことにより、売上高は４億81百万円とな

りました。 

倉庫事業は、松戸営業所での不稼動や窯業製品の取扱いの減少により、売上高は４億29百万円となりました。 

海運事業に付随する商事事業は、骨材販売の売上高が59百万円となりました。 

営業利益においては、情報サービス事業は、データストレージ事業が先行投資型のため、前年比20百万円減の

２億62百万円、物流事業は、陸運事業の需要減少と燃料費の高騰、倉庫事業の取扱い減などにより前年比86百万

円減の47百万円となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末における資産総額は、前連結会計年度末に比べ１億59百万円減少し、85億51百万

円となりました。 

資産の主な減少要因は、受取手形及び売掛金等の売上債権の減少３億81百万円、たな卸資産の増加98百万円、

有形固定資産の取得１億５百万円などによるものであります。 

負債総額は、前連結会計年度末に比べ１億79百万円減少し、73億７百万円となりました。 

負債の主な減少要因は、長・短借入金の減少１億74百万円などによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ19百万円増加し、12億43百万円となりました。 

純資産の主な増加要因は、四半期純利益58百万円の増加と、配当36百万円による利益剰余金の取り崩しなどに

よるものであります。 

 連結キャッシュ・フローの状況 

当第２四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）は前連結会計年度末に比べ、

１億55百万円増加し、７億58百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は４億53百万円となりました。これは主に、売上債権の減少３億81百万円によ

るものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は88百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出１億５

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） 

財務活動の結果使用した資金は２億10百万円となりました。これは主に、借入金の返済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 

当第２四半期連結累計期間の業績を勘案し、平成20年7月30日に公表いたしました平成21年3月期（平成20年4月

1日～平成21年3月31日）の第２四半期累計期間の連結業績予想および個別業績予想ならびに平成20年5月15日に公

表いたしました平成21年3月期（平成20年4月1日～平成21年3月31日）の通期の連結業績予想および個別業績予想

を修正いたしました。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日（平成20年10月30日）公表の「業績予想

の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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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財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

１．固定資産の減価償却費の算定方法 

  固定資産の年度中の取得、売却または除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期

間按分する方法によっております。 

  なお、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

算出する方法によっております。 

２．経過勘定項目の算定方法 

  合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

３．税金費用の計算 

  法定実効税率を基礎として計算しております。 

(3) 四半期財務諸表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．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」（企業会計基準摘要指針第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 

  「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第

９号）を、当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性

の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

  なお、この変更による損益に与える影響はありません。 

３．リース取引に関する会計基準等の適用 

  「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３

月30日企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 

平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結

会計期間から早期に適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。 

  また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す

る方法によっております。 

  なお、リース取引開始日が適用初年度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き続き採用しております。 

  この変更による損益に与える影響はありません。 

（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

当社および連結子会社は、法人税法の改正を契機として耐用年数の見直しを行い、当第１四半期連結

会計期間より、一部の機械装置の耐用年数を13年から12年に変更しております。 

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。 
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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２四半期連結会計期間末 
（平成20年９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 758,013 602,955 

受取手形及び売掛金 1,463,429 1,844,541 

商品 3,744 5,275 

仕掛品 254,390 154,051 

繰延税金資産 128,912 128,912 

その他 893,890 843,289 

貸倒引当金 △5,448 △4,029 

流動資産合計 3,496,931 3,574,996 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,409,993 1,416,210 

機械装置及び運搬具（純額） 233,014 309,042 

土地 2,523,182 2,523,182 

その他 54,874 39,803 

有形固定資産合計 4,221,064 4,288,238 

無形固定資産   

のれん 60,000 80,000 

その他 130,053 140,709 

無形固定資産合計 190,053 220,709 

投資その他の資産   

投資有価証券 199,614 200,956 

繰延税金資産 289,372 287,419 

その他 154,329 138,638 

貸倒引当金 △46 △1 

投資その他の資産合計 643,270 627,012 

固定資産合計 5,054,388 5,135,961 

資産合計 8,551,320 8,710,957 
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
（平成20年９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   

支払手形及び買掛金 615,539 628,328 

短期借入金 3,349,900 3,139,900 

未払法人税等 84,991 111,040 

賞与引当金 287,261 288,950 

その他 202,766 178,321 

流動負債合計 4,540,458 4,346,540 

固定負債   

長期借入金 1,756,350 2,141,300 

再評価に係る繰延税金負債 139,633 139,633 

退職給付引当金 780,932 750,795 

役員退職慰労引当金 1,860 16,960 

その他 88,685 92,131 

固定負債合計 2,767,461 3,140,820 

負債合計 7,307,919 7,487,361 

純資産の部   

株主資本   

資本金 765,000 765,000 

資本剰余金 125,000 125,000 

利益剰余金 315,775 293,907 

自己株式 △2,903 △2,885 

株主資本合計 1,202,871 1,181,021 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,574 6,621 

土地再評価差額金 35,953 35,953 

評価・換算差額等合計 40,528 42,575 

純資産合計 1,243,400 1,223,596 

負債純資産合計 8,551,320 8,710,957 
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(2) 【四半期連結損益計算書】 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日） 

売上高 5,167,247 

売上原価 4,824,498 

売上総利益 342,749 

販売費及び一般管理費 228,352 

営業利益 114,396 

営業外収益  

受取利息 5,655 

受取配当金 1,405 

持分法による投資利益 220 

違約金収入 32,475 

受取賃貸料 14,210 

その他 1,172 

営業外収益合計 55,141 

営業外費用  

支払利息 40,322 

その他 12,801 

営業外費用合計 53,124 

経常利益 116,413 

特別利益  

固定資産売却益 17,695 

特別利益合計 17,695 

特別損失  

固定資産売却損 41 

固定資産除却損 3,921 

その他 650 

特別損失合計 4,612 

税金等調整前四半期純利益 129,496 

法人税等 71,417 

四半期純利益 58,078 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 129,496 

減価償却費 161,893 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,463 

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,689 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 30,136 

受取利息及び受取配当金 △7,061 

支払利息 40,322 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △15,100 

のれん償却額 20,000 

持分法による投資損益（△は益） △220 

有形固定資産売却損益（△は益） △17,654 

有形固定資産除却損 3,921 

売上債権の増減額（△は増加） 381,111 

たな卸資産の増減額（△は増加） △98,791 

仕入債務の増減額（△は減少） △12,788 

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,121 

その他 △50,496 

小計 567,665 

利息及び配当金の受取額 7,061 

利息の支払額 △40,503 

法人税等の支払額 △80,421 

営業活動によるキャッシュ・フロー 453,802 

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 △105,551 

有形固定資産の売却による収入 37,141 

無形固定資産の取得による支出 △1,920 

投資有価証券の取得による支出 △2,437 

短期貸付金の増減額（△は増加） △25 

長期貸付金の回収による収入 640 

敷金及び保証金の差入による支出 △830 

敷金及び保証金の回収による収入 3,655 

その他 △18,899 

投資活動によるキャッシュ・フロー △88,225 

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） 210,000 

長期借入金の返済による支出 △384,950 

配当金の支払額 △35,551 

自己株式の取得による支出 △17 

財務活動によるキャッシュ・フロー △210,518 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 155,058 

現金及び現金同等物の期首残高 602,955 

現金及び現金同等物の四半期末残高 758,013 
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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」（企業会計基準摘要指針第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事項 

    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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 

 

情報サービス
事業 

(千円) 

物流事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高      

(1)外部顧客に対する
売上高 

3,311,756  1,855,491  5,167,247  －  5,167,247  

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

－  －  －  －  －  

計 3,311,756  1,855,491  5,167,247  －  5,167,247  

営業利益 262,351  47,217  309,568  （195,172） 114,396  

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

(1) 情報サービス事業……情報サービス部門 

(2) 物流事業………………陸運、海運、倉庫及び海運に付随する骨材販売の商事部門 

 

【所在地別セグメント情報】 

   すべて国内の取引であるため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

  海外売上高はありません。 

 

(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」 

 前年同四半期に係る財務諸表等 

(1)中間連結損益計算書 

                           （単位：千円） 

 前中間連結会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

科               目 金    額 

売上高 

 

売上原価 

 

5,119,857 

 

4,653,946 

 

 売上総利益 465,910 

販売費及び一般管理費 

 

247,854 

 

 営業利益 218,056 

営業外収益 

  受取利息 

  受取配当金 

  賃貸収入 

  持分法投資利益 

  その他 

 

営業外費用 

  支払利息 

  賃貸費用 

  その他 

 

16,121 

138 

1,511 

10,668 

2,458 

1,344 

 

41,070 

33,760 

6,240 

1,069 

 

 経常利益 193,107 

特別利益 

  固定資産売却益 

 

特別損失 

  固定資産売却損 

  固定資産除却損 

 

5,880 

5,880 

 

703 

179 

524 

 

税金等調整前中間純利益 198,284 

法人税、住民税及び事業税 88,161 

法人税等調整額 6,002 

中間純利益 104,120 
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(2)中間連結キャッシュ・フロー計算書 

                                （単位：千円） 

 前中間連結会計期間 

自 平成19年4月 1日 

至 平成19年9月30日 

科               目 金    額 

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー  
  税金等調整前中間（当期）純利益 
  減価償却費 
  貸倒引当金の増減額（減少：△） 
  賞与引当金の増減額（減少：△） 
  退職給付引当金の増減額（減少：△） 
  受取利息及び配当金 
  支払利息 
  役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 
  のれん償却額 
  持分法投資損益（益：△） 
  有形固定資産売却損益（益：△） 
  有形固定資産除却損 
  売上債権の増減額（増加：△） 
  たな卸資産の増減額（増加：△） 
  仕入債務の増減額（減少：△） 
  未払消費税等の増減額（減少：△） 
  その他 

  
  198,284 
  131,009 

  36 
  1,718 
  22,926 

△1,650 
  33,760 

△1,740 
 20,000 

△2,458 
△5,701 

  524 
  194,587 

△17,151 
△33,728 
△30,044 
△11,766 

       小   計    498,608 

  利息及び配当金の受取額 
  利息の支払額 
  法人税等の支払額 

  1,650 
△31,662 
△153,471 

  営業活動によるキャッシュ・フロー   315,124 

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 
  有形固定資産の売却による収入 
  無形固定資産の取得による支出 
  投資有価証券の取得による支出 
  短期貸付金の純増減額（増加：△） 
  長期貸付金の回収による収入 
  敷金・保証金の取得による支出 
  敷金・保証金の払戻しによる収入 
  その他 

   
△140,488 

  6,000 
△11,942 
△20,694 

  430 
  750 

△60 
  305 
  1,045 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △164,654 

Ⅲ．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（減少：△） 
  長期借入れによる収入 
  長期借入金の返済による支出 
  配当金の支払額 
  自己株式取得による支出 

   
  320,000 
  500,000 

△982,950 
△34,395 
△98 

  財務活動によるキャッシュ・フロー △197,444 

Ⅳ．現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  △46,974 

Ⅴ．現金及び現金同等物期首残高    684,162 

Ⅵ．現金及び現金同等物中間期末（期末）残高   637,188 
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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〕 

前中間連結会計期間 （自 平成19年 4月 1日 至 平成19年 9月30日） 

                                                                             （単位：千円） 

 

情報サービス
事業 

(千円) 

物流事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益 

  売上高 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)外部顧客に 
 対する売上高 

3,180,113 1,939,743 5,119,857 －  5,119,857 

 (2)セグメント間の 
 内部売上高又は 
 振替高 

－  －  －  －  －  

計 3,180,113 1,939,743 5,119,857 －  5,119,857 

営 業 費 用 2,897,395 1,806,419 4,703,814 197,985  4,901,800 

営 業 利 益 282,717 133,324 416,042 (197,985) 218,056 

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２．各事業の主な内容 

     (1)情報サービス事業……情報サービス部門 

     (2)物流事業………………陸運、海運、倉庫及び海運に付随する骨材販売の商事部門 
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