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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）

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2四半期 11,349 ― 124 ― 135 ― 69 ―

20年3月期第2四半期 10,693 △6.5 △80 ― △69 ― △409 ―

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 8.72 ―

20年3月期第2四半期 △54.73 ―

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 22,774 16,062 70.0 2,013.95
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2四半期  15,943百万円 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 ― 4.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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  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

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2四半期  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2四半期  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2四半期  7,916,540株 20年3月期第2四半期  7,480,826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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国におけるサブプライムローン問題に端を発した世界的な金

融市場の混乱、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も落込

みが見えるなか、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、中期経営計画を 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業務の強化等に積極的に取り組んでまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は11,349百万円（前年同期比6.1％増）、営業利益は124百万円

（前年同期は営業損失80百万円）、経常利益は135百万円（前年同期は経常損失69百万円）、四半期純利益は69百万

円（前年同期は中間純損失409百万円）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。 

総合物流業 

 ①倉庫業 

 普通倉庫業務は、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と同程度になりました。 

 この結果、営業収益は4,079百万円（前年同期比6.2%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1,233百万円（前年同期比0.3％増）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低調に推移しましたが、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3,257百万円（前年同期比6.9％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、コーヒー豆及び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2,732百万円（前年同期比7.7％増）となりました。 

  

その他事業  

 パレットやコンテナ販売が堅調に推移したことにより、営業収益は47百万円（前年同期比22.7％増）となりまし

た。 

  

 ※前年同期増減率及び前年同期の金額は参考として記載しております。 

  

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２四半期連結会計期間末の総資産は、減価償却により「有形固定資産」及び「無形固定資産」が減少したほ

か、短期借入金の返済等により「現金及び預金」が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ430百万円減

少の22,774百万円となりました。  

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、「短期借入金」の減少等により、前連結会計年度末に比べ390百万

円減少の6,711百万円となり、また、当第２四半期連結会計期間末の純資産は、四半期純利益により「利益剰余

金」は増加しましたが、「その他有価証券評価差額金」や「為替換算調整勘定」の減少により、前連結会計年度末

に比べ39百万円減少の16,062百万円となりました。  

  



（２）連結キャッシュ・フローの状況  

  当第２四半期連結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、税金等調整前四半期純利

益が129百万円となり、減価償却費、有形固定資産の取得による支出、短期借入金の減少等により前連結会計年度

末より76百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には2,874百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果獲得した資金は、559百万円となりました。これは主とし

て、税金等調整前四半期純利益129百万円、減価償却費494百万円、役員退職慰労引当金の減少額84百万円、売上債

権の増加額138百万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２四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、106百万円となりました。これは主とし

て、有形固定資産の取得による支出108百万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２四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は、517百万円となりました。これは主とし

て、短期借入金の減少額513百万円、長期借入れによる収入500百万円、長期借入金の返済による支出456百万円に

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、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、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 3,145,977 3,233,965

受取手形及び営業未収金 3,349,501 3,210,861

繰延税金資産 141,628 136,585

その他 731,623 816,452

貸倒引当金 △2,811 △1,950

流動資産合計 7,365,919 7,395,914

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,421,963 7,606,855

機械装置及び運搬具（純額） 740,454 756,150

工具、器具及び備品（純額） 126,781 144,719

土地 2,159,439 2,159,439

リース資産（純額） 29,960 －

有形固定資産合計 10,478,598 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 1,110,385 1,258,922

無形固定資産合計 2,594,709 2,743,246

投資その他の資産   

投資有価証券 1,084,620 1,131,898

長期貸付金 161,864 137,401

差入保証金 939,185 976,019

繰延税金資産 49,199 53,155

その他 117,154 117,061

貸倒引当金 △16,632 △16,734

投資その他の資産合計 2,335,392 2,398,803

固定資産合計 15,408,700 15,809,215

資産合計 22,774,619 23,205,129



（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   

支払手形及び営業未払金 2,058,262 2,000,310

短期借入金 806,102 1,492,862

未払法人税等 22,169 17,681

賞与引当金 288,795 273,391

役員賞与引当金 1,080 19,197

その他 383,918 386,867

流動負債合計 3,560,328 4,190,310

固定負債   

長期借入金 1,599,000 1,388,000

繰延税金負債 352,224 336,273

退職給付引当金 953,041 959,220

その他 247,307 228,831

固定負債合計 3,151,572 2,912,326

負債合計 6,711,901 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 12,255,906 12,234,390

自己株式 △444,965 △444,965

株主資本合計 15,781,172 15,759,655

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 193,639 222,529

為替換算調整勘定 △31,289 △492

評価・換算差額等合計 162,349 222,037

少数株主持分 119,196 120,800

純資産合計 16,062,718 16,102,493

負債純資産合計 22,774,619 23,205,129



（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) 

営業収益 11,349,625

営業原価 10,247,996

営業総利益 1,101,628

販売費及び一般管理費 976,927

営業利益 124,701

営業外収益  

受取利息 6,881

受取配当金 20,932

不動産賃貸料 9,238

その他 7,907

営業外収益合計 44,960

営業外費用  

支払利息 24,914

コミットメントフィー 1,956

為替差損 6,730

その他 224

営業外費用合計 33,824

経常利益 135,837

特別利益  

固定資産売却益 1,048

投資有価証券売却益 1,799

特別利益合計 2,848

特別損失  

固定資産除却損 9,118

投資有価証券評価損 314

その他 1

特別損失合計 9,434

税金等調整前四半期純利益 129,251

法人税、住民税及び事業税 17,444

法人税等調整額 34,081

法人税等合計 51,525

少数株主利益 8,709

四半期純利益 69,015



（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 129,251

減価償却費 494,583

貸倒引当金の増減額（△は減少） 758

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,179

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） 15,403

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,117

受取利息及び受取配当金 △27,814

支払利息 24,914

コミットメントフィー 1,956

有形固定資産除却損 9,118

有形固定資産売却損益（△は益） △1,046

投資有価証券売却損益（△は益） △1,799

投資有価証券評価損益（△は益） 314

売上債権の増減額（△は増加） △138,639

仕入債務の増減額（△は減少） 57,951

その他 120,912

小計 577,497

利息及び配当金の受取額 29,567

利息の支払額 △27,291

法人税等の支払額 △20,213

営業活動によるキャッシュ・フロー 559,561

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 △108,057

無形固定資産の取得による支出 △12,356

有形固定資産の売却による収入 2,139

投資有価証券の取得による支出 △1,447

投資有価証券の売却による収入 1,800

長期貸付けによる支出 △30,000

長期貸付金の回収による収入 5,537

差入保証金の差入による支出 △18,084

差入保証金の回収による収入 55,183

その他 △898

投資活動によるキャッシュ・フロー △106,183

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） △513,339

長期借入れによる収入 500,000

長期借入金の返済による支出 △456,000

コミットメントフィー △1,956

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 △517,588

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,880

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △76,091

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 2,874,254



 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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  
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） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 営業収益        10,693,600  100.0

Ⅱ 営業原価        9,775,746  91.4

営業総利益        917,854  8.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費        998,590  9.3

営業損失        80,735  0.7

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  9,703            

２．受取配当金  18,829            

３．不動産賃貸収入  9,542            

４． その他  7,380  45,456  0.4

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  30,367            

２．コミットメントフィー  3,008            

３．為替差損  934            

４．その他  77  34,387  0.3

経常損失        69,666  0.6

Ⅵ 特別利益                  

１．固定資産売却益  851            

２．投資有価証券売却益  195  1,046  0.0

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除却損  924            

２．ソフトウェア除却損  3,093            

３．厚生年金基金解散損  503,506            

４．その他   483  508,007  4.8

税金等調整前中間純損失        576,627  5.4

法人税、住民税及び事業税  24,943            

法人税等調整額 △197,717 △172,774 △1.7

少数株主利益        5,597  0.1

中間純損失        409,450  3.8

        



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
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） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純損失 △576,627

減価償却費   468,759

貸倒引当金の増加額   109

退職給付引当金の増加額   27,528

役員退職慰労金引当金の増加額   9,910

賞与引当金の増加額   16,267

役員賞与引当金の減少額  △8,286

受取利息及び配当金  △28,532

支払利息   30,367

コミットメントフィー  3,008

固定資産除却損   924

ソフトウェア除却損   3,093

固定資産売却損益 △368

投資有価証券売却損益 △195

売上債権の減少額   43,888

仕入債務の減少額  △111,565

その他   491,796

小計  370,078

利息及び配当金の受取額   28,700

利息の支払額  △31,341

法人税等の支払額  △709,975

営業活動によるキャッシュ・フロー △342,537



  

  
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） 

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  △133,192

無形固定資産の取得による支出  △195,140

有形固定資産の売却による収入   2,727

投資有価証券の取得による支出  △15,346

投資有価証券の売却による収入   3,399

長期貸付けによる支出 △20,000

長期貸付金の回収による収入   4,168

差入保証金の増加による支出  △1,385

差入保証金の減少による収入   2,272

投資その他の資産の減少による収入   151

その他  △2,539

投資活動によるキャッシュ・フロー △354,883

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）  △91,424

長期借入金の返済による支出  △248,000

コミットメントフィー △3,008

配当金の支払額  △43,839

少数株主への配当金の支払額  △489

自己株式の処分による収入   633,790

財務活動によるキャッシュ・フロー  247,029

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  6,465

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △443,927

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中間期末残高  2,422,692
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