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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 5,449 ― 290 ― 318 ― 174 ―

20年3月期第2四半期 5,277 11.1 287 8.0 313 9.3 166 △6.6

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 31.85 ―

20年3月期第2四半期 30.28 ―

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 17,181 12,992 75.6 2,368.29
20年3月期 16,767 12,887 76.9 2,349.09

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  12,992百万円 20年3月期  12,887百万円

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
21年3月期 ― 7.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.50 15.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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

通期 10,602 0.9 537 15.9 575 11.5 325 13.8 59.28

4.  その他 
(1) 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  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務情報等】 ４．その他をご覧ください。  

(2) 四半期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・財務情報等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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2四半期  5,749,000株 20年3月期  5,749,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  263,071株 20年3月期  262,975株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  5,485,951株 20年3月期第2四半期  5,485,801株

※ 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の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って大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、３ペ
ージ【定性的情報・財務情報】 ３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．当事業年度より 「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、 「四半期財務諸表等規則」 に従い四半期財務諸表を作成しております。 
 なお、当第２四半期会計期間については、 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」 （平成20年８月７日内閣府令第50
号） 附則第６条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて四半期財務諸表を作成しております。  
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定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間のわが国経済は、米国発の金融危機を背景に円高・株安となり、内外需ともに悪化し、景

気を下押しする状況となってまいりました。 

当貨物自動車運送業界は、景気後退による生産調整や個人消費の減退により、総物流量の減少に加え、燃料費負

担が極大化し厳しい状況下にあります。 

当社はこのような状況下、物流の『 適化提案営業』と、見た目で解る安全・輸送品質の商品化を推進しました

ことに加え、事業の構造改革としてＩＴ化した自動配車システム（ＴＬＳ：東部ネットワーク・ロジスティクス・

システム）で輸送の効率化を図りました。さらに省エネ対策では、デジタルタコグラフから得られる指数を利用し

た燃費率向上運動や、全車両にタイヤの特性を活かし省エネ効果を上げる投資を行う等、一連の業務改善にも傾注

いたしました。一方で、高騰を続ける燃料費に対し運賃の見直しや、サーチャージ方式等の導入に際し、主要荷主

各社のご理解を賜りながら事業展開を行いました。 

さらに、資産の有効活用につきましては、平成20年３月31日をもって播磨営業所（兵庫県）に統合いたしました

旧西宮営業所（兵庫県）の跡地と、事業の拡大によって狭隘化した旧海老名営業所（神奈川県）の跡地につきまし

て、不動産賃貸施設に転換すべく開発に着手いたしました。 

また、輸送基地の整備・拡充につきましては、埼玉営業所用地（埼玉県）の第２期分として2,660.33㎡（804.75

坪）の隣地を取得し、第１期分と合算すると7,610.32㎡（2,302.12坪）となりましたことと、危険物大型輸送基地

である鶴見営業所（神奈川県）の車庫に、防犯監視カメラシステムを導入いたしました。 

以上の結果、第２四半期累計期間の売上高は、４中間期連続の増収で5,449,405千円（前年同期比3.2％増）とな

り、営業利益は、燃料費や先行投資の省エネ費用を吸収したうえで290,569千円（前年同期比1.0％増）、経常利益

は318,309千円（前年同期比1.7％増）となり、四半期純利益は174,728千円（前年同期比5.2％増）となりました。 

当第２四半期累計期間の事業別売上高の概況は、以下のとおりであります。 

  

（貨物自動車運送事業） 

バルク輸送部門の石油輸送は、燃料価格の高騰により、都市生活者の車離れや節約志向の高まりで輸送量が減少

し減収となりました。また、化成品輸送は、大口納入先が順調に生産力を高めましたことに加え、新規受注が加わ

りましたので輸送力の増強を行い増収になりました。セメント輸送につきましても首都圏の需要が堅調に推移した

ことに加え、輸送地域の拡大もあり、輸送量が伸び増収となりました。以上から当輸送部門の売上高は前年同期比

4.2％減となりました。 

清涼飲料、びん・容器輸送部門のびん・容器輸送は、びん・容器市場が引続き縮小しておりますので輸送量も減

少し、減収となりました。一方、清涼飲料輸送は、猛暑の影響もあり出荷量が順調に伸びましたので増収となりま

した。以上から当輸送部門の売上高は前年同期比1.4％増となりました。 

その他輸送部門は、食品輸送で得意先の物流センター移転により担当輸送区域が減少し減収となり、同輸送部門

は前年同期比17.1％減となりました。 

この結果、関連業務である荷役作業収入を含め、当事業の売上高は3,496,790千円（前年同期比0.3％減）となり

ました。  

（商品販売送事業） 

当事業の主力販売品である石油製品は、全製品の販売単価が上昇いたしましたが、その中でも高価格帯製品の販

売を重点とした戦略が奏功し前年同期比33.1％増となりました。 

セメント販売につきましては、建築審査の厳格化による影響やマンション需要の低迷が長引いておりますので前

年同期比15.0％減となりました。 

その他販売の車両販売は、燃料費の高騰により、燃費率が良い小型車の積極的な販売強化を行い前年同期比

22.0％増となりました。 

この結果、当事業の売上高は1,402,014千円（前年同期比14.8％増）となりました。  

（不動産賃貸事業） 

当社の提供する各種賃貸施設は順調に稼働しております。自社提供施設は、近隣相場を勘案して一部施設料の見

直しを行いましたので、微増収となりました。借上施設につきましては、一部施設の解約が発生いたしましたので

微減収となりました。 

この結果、当事業売上高は500,903千円（前年同期比0.1％増）となりました。 

なお、前述の旧西宮・海老名施設を同事業に活用することとし、開発に着手いたしました。その内、旧西宮施設

につきましては、当第４四半期中に開業する予定であります。  
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（その他事業） 

自動車整備業は、景気の悪化に伴って稼働車両の減少が整備車両減少となり、厳しい受注競争下にありますが、

大手路線会社から技術力を評価され受注台数が伸び増収となりました。また、保険代理店の取扱いにつきまして

は、大口契約先の割引率が上昇いたしましたので減収となりました。  

この結果、当事業の売上高は49,696千円（前年同期比0.6％増）となりました。 

  

なお、文中の前年同期比増減率につきましては、参考として記載しております。  

  

２．財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末の総資産は、17,181,904千円となり、前事業年度末と比べ414,683千円増加いたしました。流動資

産は5,130,503千円となり639,038千円増加いたしました。この主な要因は、現金及び預金486,350千円、受取手形

50,557千円、営業未収入金77,630千円それぞれ増加したことによるものであります。固定資産は12,051,400千円と

なり224,355千円減少いたしました。この主な要因は、無形固定資産が122,447千円増加した一方で、有形固定資産

63,547千円、投資その他の資産が長期性預金の流動資産への振替等により283,255千円それぞれ減少したことによる

ものであります。当第２四半期末の負債合計は、4,189,638千円となり、前事業年度末と比べ309,608千円増加いた

しました。流動負債は1,498,374千円となり289,554千円増加いたしました。この主な要因は、支払手形52,739千

円、営業未払金212,813千円、未払金17,324千円それぞれ増加したことによるものであります。固定負債は

2,691,263千円となり20,054千円増加いたしました。この主な要因は、長期預り保証金が43,400千円増加し、投資有

価証券の時価評価差益の減少等により繰延税金負債が25,758千円減少したことによるものであります。  

当第２四半期末の純資産合計は、12,992,266千円となり、前事業年度末と比べ105,074千円増加いたしました。こ

の主な要因は、利益剰余金が133,583千円増加し、その他有価証券評価差額金が28,441千円減少したことによるもの

であります。この結果、自己資本比率は75.6％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況）  

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ186,350千

円増加の3,468,794千円となりました。当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおり

であります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第２四半期累計期間において、営業活動の結果得られた資金は、577,983千円となりました。主な増加要因は、

税引前四半期純利益302,706千円、減価償却費226,184千円、仕入債務の増加額265,553千円等であり、主な減少理由

は、売上債権の増加額128,187千円、法人税等の支払額103,262千円等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２四半期累計期間において、投資活動の結果支出した資金は、350,420千円となりました。主な要因は、投資

有価証券の取得による支出64,495千円、有形固定資産の取得による支出146,910千円、無形固定資産の取得による支

出129,704千円等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２四半期累計期間において、財務活動の結果支出した資金は、41,212千円となりました。主な要因は、配当

金の支払額41,145千円等によるものであります。  

  

３．業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間の経営成績は概ね予想どおりに推移しているため、平成20年５月14日に公表いたしました

平成21年３月期の通期業績予想に変更はありません。  

  

４．その他 

（１）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 

固定資産の減価償却費の算定方法は、定率法を採用している資産について、事業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）四半期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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

なお、当第２四半期会計期間については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を

改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第６条第１項第５号ただし書きにより、改正後

の四半期財務諸表等規則に基づいて四半期財務諸表を作成しております。 
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② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

従来、 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、 終仕入原価法によ

る原価法（貸借対照表価額について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。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,768,794 3,282,444

受取手形 81,139 30,581

営業未収入金 1,095,297 1,017,667

原材料及び貯蔵品 31,027 26,636

その他 158,161 137,623

貸倒引当金 △3,916 △3,488

流動資産合計 5,130,503 4,491,464

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,260,825 2,320,227

車両運搬具（純額） 433,455 523,422

土地 6,950,331 6,929,340

建設仮勘定 62,475 3,369

その他（純額） 365,097 359,371

有形固定資産合計 10,072,185 10,135,732

無形固定資産 196,583 74,136

投資その他の資産   

投資有価証券 1,124,926 1,114,707

その他 673,550 967,025

貸倒引当金 △15,845 △15,846

投資その他の資産合計 1,782,631 2,065,887

固定資産合計 12,051,400 12,275,755

資産合計 17,181,904 16,767,220

負債の部   

流動負債   

支払手形 73,262 20,523

営業未払金 880,157 667,343

未払金 29,219 11,894

未払費用 151,357 146,421

未払法人税等 138,736 111,355

引当金 87,914 97,718

その他 137,727 153,564

流動負債合計 1,498,374 1,208,820

固定負債   

繰延税金負債 1,368,950 1,394,709

再評価に係る繰延税金負債 151,652 151,652

引当金 91,025 86,822

長期前受金 44,456 46,246
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

長期預り保証金 1,035,178 991,777

固定負債合計 2,691,263 2,671,209

負債合計 4,189,638 3,880,029

純資産の部   

株主資本   

資本金 553,031 553,031

資本剰余金 527,722 527,722

利益剰余金 12,301,811 12,168,227

自己株式 △194,862 △194,795

株主資本合計 13,187,702 13,054,186

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 255,544 283,985

土地再評価差額金 △450,981 △450,981

評価・換算差額等合計 △195,436 △166,995

純資産合計 12,992,266 12,887,191

負債純資産合計 17,181,904 16,767,220
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 5,449,405

売上原価 4,975,247

売上総利益 474,157

割賦販売未実現利益戻入額 9,546

割賦販売未実現利益繰入額 8,521

差引売上総利益 475,181

販売費及び一般管理費 184,612

営業利益 290,569

営業外収益  

受取利息 5,132

受取配当金 14,957

その他 9,959

営業外収益合計 30,049

営業外費用  

支払利息 2,306

その他 2

営業外費用合計 2,308

経常利益 318,309

特別利益  

固定資産売却益 67

特別利益合計 67

特別損失  

固定資産除却損 106

減損損失 8,928

投資有価証券評価損 6,635

特別損失合計 15,670

税引前四半期純利益 302,706

法人税、住民税及び事業税 135,599

法人税等調整額 △7,621

法人税等合計 127,978

四半期純利益 174,728
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 302,706

減価償却費 226,184

減損損失 8,928

貸倒引当金の増減額（△は減少） 427

その他の引当金の増減額（△は減少） △5,601

受取利息及び受取配当金 △20,089

支払利息 2,306

投資有価証券評価損益（△は益） 6,635

有形固定資産売却損益（△は益） △67

有形固定資産除却損 106

売上債権の増減額（△は増加） △128,187

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,391

仕入債務の増減額（△は減少） 265,553

その他の資産の増減額（△は増加） △18,178

その他の負債の増減額（△は減少） 27,272

小計 663,605

利息及び配当金の受取額 19,947

利息の支払額 △2,306

法人税等の支払額 △103,262

営業活動によるキャッシュ・フロー 577,983

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △10,000

有形固定資産の取得による支出 △146,910

有形固定資産の売却による収入 958

無形固定資産の取得による支出 △129,704

投資有価証券の取得による支出 △64,495

貸付けによる支出 △2,464

貸付金の回収による収入 2,194

投資活動によるキャッシュ・フロー △350,420

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △81

自己株式の売却による収入 14

配当金の支払額 △41,145

財務活動によるキャッシュ・フロー △41,212

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 186,350

現金及び現金同等物の期首残高 3,282,444

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,468,794
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

なお、当第２四半期会計期間については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正す

る内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第６条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期財務

諸表等規則に基づいて四半期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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        5,277,936  100.0

Ⅱ 売上原価        4,793,687  90.8

繰延割賦未実現利益調整
前売上総利益        484,249  9.2

Ⅲ 割賦売上利益調整        730  0.0

売上総利益        484,979  9.2

Ⅳ 販売費及び一般管理費        197,245  3.7

営業利益        287,734  5.5

Ⅴ 営業外収益        27,779  0.5

Ⅵ 営業外費用        2,464  0.0

経常利益        313,049  6.0

Ⅶ 特別利益        113  0.0

Ⅷ 特別損失        30,664  0.6

税引前中間純利益        282,498  5.4

法人税、住民税及び事業
税  129,071            

法人税等調整額 △12,678  116,393  2.3

中間純利益        166,104  3.1
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前中間会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー      

税引前中間純利益  282,498

減価償却費   287,212

貸倒引当金の増減額（減
少:△） 

△113

賞与引当金の増減額（減
少:△） 

△1,595

役員賞与引当金の増減額
（減少:△） 

△9,065

退職給付引当金の増減額 
（減少:△） 

△12,647

役員退職慰労引当金の増
減額（減少:△） 

 4,350

受取利息及び受取配当金 △18,088

預り建設協力金利息  2,463

固定資産売却損  22,636

固定資産除却損  369

売上債権の増減額（増
加:△） 

 34,479

仕入債務の増減額（減
少:△） 

 125,672

預り保証金の増減額（減
少:△） 

 200

未払消費税等の増減額
（減少:△） 

△18,417

その他資産の増減額（増
加:△） 

△10,776

その他負債の増減額（減
少:△） 

△28,585

小計  660,593

利息及び配当金の受取額  18,088

預り建設協力金利息の支
払額 

△2,463

法人税等の支払額 △86,501

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  589,716

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 

△119,502

有形固定資産の売却によ
る収入  1,097

無形固定資産の取得によ
る支出 

△47,395

投資有価証券の取得によ
る支出 

△613

貸付けによる支出 △1,400

貸付金の回収による収入  1,946

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△165,867
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前中間会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

自己株式の売却による収
入  52

配当金の支払額 △41,143

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△41,090

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）  382,758

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高  3,016,320

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

 3,399,078
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