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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 21,957 ― 855 ― 639 ― 403 ―

20年3月期第2四半期 23,724 △1.3 1,284 37.6 1,036 45.3 △56 ―

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 6.17 ―

20年3月期第2四半期 △0.87 ―

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 45,673 12,572 27.5 192.49
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2四半期  12,572百万円 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  
 

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 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ページおよび５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2四半期  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2四半期  48,832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2四半期  65,316,550株 20年3月期第2四半期  65,320,114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（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）のわが国経済は、米

国経済の減速や資源価格の高騰に加えて、世界的な金融不安の拡大や円高が進行するなかで、企業

収益が悪化し、設備投資や個人消費に減少がみられるなど、景気の減速傾向が明らかになってまい

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は総じて減少傾向で推移し、物流合理化

や競争激化に伴う料金値下げに加えて、原油高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。 

このような環境の中、当社グループは、中期経営計画「ケイヒングループ経営３ヵ年“STEP 

FORWARD”計画」のもと、計画目標の達成に向けた取り組みを推進してまいりましたが、荷動き減少

の影響を受け、国際物流部門、国内物流部門ともに貨物取扱量が前年同期に比較して、減少となり

ました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は219億５千７百万円（前年同期比17億６千７

百万円の減収、7.4％減）、営業利益は８億５千５百万円（前年同期比４億２千９百万円の減益、

33.4％減）、経常利益は６億３千９百万円（前年同期比３億９千７百万円の減益、38.3％減）とな

り、前年同期に比較して特別損失が減少したことから、四半期純利益は４億３百万円（前年同期比

４億５千９百万円の増益）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２四半期 

連結累計期間 

（百万円） 

前第２四半期 

連結累計期間 

（百万円） 金額(百万円) 比率(％) 

国際物流部門 9,119 10,864 △ 1,745 △ 16.1 

国内物流部門 8,997 9,428 △ 431 △  4.6 

宅配物流部門 3,841 3,431 410 11.9 

合計 21,957 23,724 △ 1,767 △  7.4 

 

国際物流部門 

国際物流部門におきまして、港湾作業は、船内・沿岸作業の貨物取扱いが好調に推移し、取扱量

は前年同期比13.3％の増加となりました。また、輸出車輌の海上輸送も、貨物取扱いが堅調に推移

いたしました。 

一方、複合一貫輸送は、香港の輸入貨物取扱いは増加しましたが、日本における輸出入貨物取扱

いや香港の輸出貨物取扱いが減少し、取扱量は前年同期比7.0％の減少となり、プロジェクト貨物は

前年同期の大型輸送案件がなくなったことから取扱いが落ち込みました。海運貨物も、輸出入貨物

取扱いが減少し、取扱量は前年同期比6.7％の減少となりました。また、航空貨物も、輸出貨物取扱

いは増加しましたが、輸入貨物取扱いが低調に推移し、取扱量は前年同期比10.9％の減少となりま

した。 

以上の結果、国際物流部門の売上高は91億１千９百万円（前年同期比17億４千５百万円の減収、

16.1％減）となりました。 
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国内物流部門 

国内物流部門におきまして、倉庫保管・荷役は、機械工業品等の減少により、保管残高は前年同

期比5.4％の減少、入出庫取扱量は前年同期比1.6％の減少となりました。一般貨物輸送も、日用雑

貨や住宅関連資材を中心に取扱いが低調に推移し、運送屯数は前年同期比8.2％の減少となりました。

また、海上コンテナ輸送も、昨年10月の子会社解散に伴い、関西地区におけるコンテナ貨物取扱い

が終了し、取扱本数は20フィート換算で前年同期比28.6％の減少となりました。 

以上の結果、国内物流部門の売上高は89億９千７百万円（前年同期比４億３千１百万円の減収、

4.6％減）となりました。 

 

宅配物流部門 

宅配物流部門におきまして、宅配は、通信販売商品の取扱いが好調に推移し、取扱件数は前年同

期比18.1％の増加となりました。また、商品センター作業も、通信販売商品の取扱いが順調に推移

し、取扱個数は前年同期比13.8％の増加となりました。 

以上の結果、宅配物流部門の売上高は38億４千１百万円（前年同期比４億１千万円の増収、11.9％

増）となりました。 
 

   なお、前年同期増減率等につきましては、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、受取手形及び営業未収金や投資有価証券の減少により、

前連結会計年度末比10億２百万円減の456億７千３百万円となりました。 

負債合計は、有利子負債や未払法人税の減少により、前連結会計年度末比７億２千５百万円減の

331億円となりました。 

また、純資産合計は、評価・換算差額等の減少により、前連結会計年度末比２億７千７百万円減

の125億７千２百万円となりました。 

 

（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６億３千万円、減価償却費８億３千２百万円等により、12億１千６百万円の増加となりまし

た。 
 

   当第２四半期連結累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３億５千３百万円等により、４億２千９百万円の減少となりました。 
 

   当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支

出等により、７億３千９百万円の減少となりました。 
 

   この結果、当第２四半期連結累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(９千５百万円の減少)を加えた全体では、４千７百万円の減少となり、現金及び

現金同等物の四半期末残高は15億２百万円となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後のわが国経済は、世界経済が減速するなかで、輸出の減少や内需の低迷が見込まれ、加えて、

世界的な金融危機の深刻化や急激な円高・株安による影響が懸念されるなど、景気の一層の下振れ

リスクが高まっており、当社を取り巻く事業環境も厳しさを増してくると予想されます。 

   このような状況下ではございますが、当社グループは、中期経営計画「ケイヒングループ経営３

ヵ年“STEP FORWARD”計画」のもと、営業開発活動を強力に推進して業務受注の拡大を図るととも

に、経営の効率化・合理化を積極的に推進してまいります。 

当第２四半期連結累計期間の業績は、概ね期首予想（平成20年５月15日発表）どおり推移してお

り、また、プロジェクト貨物輸送の成約案件の取扱いが当下半期に見込まれること等から、通期の

連結業績予想は、期首予想を据え置いております。 

 

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、当連結会計年度の第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２四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２四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の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。 
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  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 1,502 1,549

受取手形及び売掛金 5,145 5,590

繰延税金資産 59 93

その他 1,280 1,279

貸倒引当金 △51 △41

流動資産合計 7,936 8,472

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 40,249 39,874

減価償却累計額 △20,972 △20,355

建物及び構築物（純額） 19,276 19,519

機械装置及び運搬具 1,902 1,889

減価償却累計額 △1,544 △1,527

機械装置及び運搬具（純額） 358 362

工具、器具及び備品 3,488 3,416

減価償却累計額 △2,896 △2,811

工具、器具及び備品（純額） 592 605

土地 10,884 10,884

建設仮勘定 1 1

有形固定資産合計 31,114 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 4,330 4,625

繰延税金資産 182 173

その他 617 523

投資その他の資産合計 5,130 5,321

固定資産合計 37,707 38,170

繰延資産   

社債発行費 28 32

繰延資産合計 28 32

資産合計 45,673 46,675
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（単位：百万円）

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   

営業未払金 3,856 4,209

短期借入金 9,876 7,454

1年内償還予定の社債 2,000 2,000

未払法人税等 214 552

繰延税金負債 3 2

その他 1,542 1,103

流動負債合計 17,493 15,322

固定負債   

社債 2,000 3,000

長期借入金 9,807 11,604

長期未払金 195 195

繰延税金負債 73 114

退職給付引当金 2,407 2,448

役員退職慰労引当金 632 682

その他 490 456

固定負債合計 15,607 18,502

負債合計 33,100 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 2,876 2,839

自己株式 △10 △10

株主資本合計 12,657 12,620

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 114 284

為替換算調整勘定 △199 △55

評価・換算差額等合計 △85 228

純資産合計 12,572 12,849

負債純資産合計 45,673 46,675
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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：百万円）

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 21,957

売上原価 20,205

売上総利益 1,752

一般管理費 897

営業利益 855

営業外収益  

受取利息及び配当金 56

その他 10

営業外収益合計 67

営業外費用  

支払利息 272

その他 11

営業外費用合計 283

経常利益 639

特別利益  

事業譲渡益 20

投資有価証券売却益 4

その他 2

特別利益合計 27

特別損失  

投資有価証券評価損 16

固定資産処分損 12

特別退職金 6

その他 0

特別損失合計 36

税金等調整前四半期純利益 630

法人税、住民税及び事業税 188

法人税等調整額 39

法人税等合計 227

四半期純利益 403
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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 630

減価償却費 832

投資有価証券売却損益（△は益） △4

投資有価証券評価損益（△は益） 16

固定資産処分損益（△は益） 11

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9

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） △50

受取利息及び受取配当金 △56

支払利息 272

売上債権の増減額（△は増加） 445

仕入債務の増減額（△は減少） △352

その他 237

小計 1,950

利息及び配当金の受取額 56

利息の支払額 △270

法人税等の支払額 △519

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,216

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 △1

投資有価証券の売却による収入 11

固定資産の取得による支出 △353

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 1

投融資による支出 △70

投融資の回収による収入 12

投資活動によるキャッシュ・フロー △429

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 3,554

短期借入金の返済による支出 △1,068

長期借入れによる収入 500

長期借入金の返済による支出 △2,361

社債の償還による支出 △1,000

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 △364

財務活動によるキャッシュ・フロー △739

現金及び現金同等物に係る換算差額 △95

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △47

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 1,502
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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) 

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) 

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) 

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」
  前中間期に係る財務諸表等

　（１）（要約）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)

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 23,724

Ⅱ　売上原価 21,528

2,195

Ⅲ　一般管理費 910

1,284

Ⅳ　営業外収益 85

　１受取利息及び配当金 59

　２その他 26

Ⅴ　営業外費用 333

　１支払利息 291

　２その他 42

1,036

Ⅵ　特別利益 122

　１投資有価証券売却益 90

　２受取保険金 24

　３その他 7

Ⅶ　特別損失 728

　１過年度役員退職慰労引当金繰入額 705

　２その他 22

430

487

56

科目

　法人税等

　中間純損失

売上総利益

営業利益

経常利益

　税金等調整前中間純利益
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　（２）（要約）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)

金額（百万円）

Ⅰ

1 税金等調整前中間純利益 430

2 減価償却費 811

3 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △ 89

4 固定資産売却損益（△は益） △ 0

5 厚生年金基金清算損 12

6 貸倒引当金の増減額（△は減少） 4

7 退職給付引当金の増減額（△は減少） △ 109

8 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 652

9 受取利息及び受取配当金 △ 59

10 支払利息 291

11 売上債権の増減額（△は増加） 618

12 仕入債務の増減額（△は減少） △ 124

13 その他 △ 620

1,818

14 利息及び配当金の受取額 59

15 利息の支払額 △ 291

16 法人税等の支払額 △ 347

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,238

Ⅱ

1 投資有価証券の取得による支出 △ 261

2 投資有価証券の売却による収入 265

3 固定資産の取得による支出 △ 630

4 固定資産の売却による収入 5

5 貸付けによる支出 △ 1

6 貸付金の回収による収入 1

7 その他の支出 △ 3

8 その他の収入 11

△ 612

Ⅲ

1 短期借入れによる収入 2,285

2 短期借入金の返済による支出 △ 2,207

3 長期借入れによる収入 450

4 長期借入金の返済による支出 △ 2,256

5 自己株式の取得による支出 △ 0

6 配当金の支払額 △ 366

△ 2,095

Ⅳ 23

Ⅴ △ 1,445

Ⅵ 3,130

Ⅶ 1,684

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中間期末残高

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２四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９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２四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９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２四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９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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