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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 29,182 ― 237 ― 313 ― 213 ―

20年3月期第3四半期 29,605 9.6 815 △0.8 1,020 1.6 533 3.0

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3四半期 17.71 ―

20年3月期第3四半期 44.22 ―

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3四半期 37,248 20,824 55.1 1,699.40
20年3月期 34,502 21,211 60.8 1,738.43

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  20,509百万円 20年3月期  20,980百万円

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 ― 9.00 ― 11.00 20.00
21年3月期 ― 10.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 10.00 20.00

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  
 

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 37,900 △6.5 280 △79.1 380 △75.1 230 △66.8 19.06

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、３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．平成21年１月15日に公表いたしました業績予想の修正は行っておりません。 
２．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及び業績予想のご利用に当っての注意事項等については３ページ「定性的情報・財務
諸表等」の「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
３．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 ― 社 （社名 ）

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3四半期  12,070,000株 20年3月期  12,070,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,399株 20年3月期  1,399株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  12,068,601株 20年3月期第3四半期  12,068,601株



 当第３四半期累計期間（平成20年４月から平成20年12月）のわが国の経済は、前期よりの米国サブプライムローン

問題、更には米国リーマンブラザーズ破綻に端を発した金融市場の混乱が実態経済へも大きく影響を及ぼし、在庫調

整、雇用調整等、バブル経済崩壊以上の急激な景気の減速という厳しい状況となりました。 

 また、当社グループと関係の深い自動車業界でも、円高の加速やかつてない需要の減少、米国を中心とした海外生

産の急激な減産等の影響から、国内外の市場環境とも急速に悪化し、厳しい状況で推移しました。 

 このような環境の中で当社グループは、既存顧客の深耕、新規顧客の開拓に努めるとともに、グループ全体でのコ

スト削減の推進や新規事業所の収益改善を強力に推進してまいりました。 

 その結果、当第３四半期累計期間（平成20年４月から平成20年12月）の売上高は29,182百万円（前年同期比1.4％

減収）となりました。利益面では、円高の進行や急激な市場環境の悪化の影響から急速に受注が減少したこと等によ

り、営業利益は237百万円（同70.9％減益）、経常利益は313百万円（同69.3％減益）、四半期純利益は213 百万円

（同59.9％減益）となりました。 

  ※前年同期比は参考として記載しております。 

     なお、主なセグメント別の売上高（セグメント間の内部売上を含む）、営業利益の状況は次のとおりであります。

 ① 物流サービス事業 

物流サービス事業は、包装事業においては、世界市場の急速な減速に伴い、主要顧客の国内外での減産等の影響

から受注は減少いたしましたが、中国天津及び広州の子会社の順調な拡大もあり増収となりました。一方、格納器具

製品事業においては、国内外とも受注量が急激に減少したことから大幅な減収となりました。その結果、物流サービ

ス事業の売上高は18,132百万円（前年同期比1.6％減収）となりました。営業利益は、特に第２四半期以降の急激な

市場環境の悪化の影響から急速に受注が減少したことに加え、新規事業所の収益改善の遅れ等の影響から、293百万

円（同66.3％減益）となりました。 

② 自動車サービス事業 

自動車サービス事業は、円高、自動車販売不振等の影響から個人消費の低迷が長引く中、企画提案型営業の継続

展開によりリース契約台数が増加したこと等により、売上高は9,370百万円（前年同期比0.8％増収）となりました。

営業利益は、競争の激化による販売単価下落等の影響を受ける中、原価削減を強力に推進したこと等により、626百

万円（同8.5％増益）となりました。 

③ その他の事業 

その他の事業は、情報サービス事業での受注の減少や人材サービス事業での自動車関連事業を中心とした急速な

減速等による派遣人数の大幅な減少等により、売上高は2,141百万円（前年同期比12.5％減収）となりました。営業

利益は、情報サービス事業におけるシステム開発体制の整備によるコスト削減効果等により、47百万円（同7.9％増

益）となりました。 

 ※前年同期比は参考として記載しております。    

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期末の流動資産につきましては、リース会計基準の導入によりリース投資資産を計上したこと等によ

り前期末比4,021百万円増加の14,446百万円となりました。一方、固定資産につきましては、リース会計基準を早期

適用したことに伴い、貸与資産のうちリース取引開始日が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・

リース取引に該当する部分をリース投資資産に振り替えたことや、株式市場の低迷により投資有価証券の含み益が減

少したこと等により前期末比1,275百万円減少の22,801百万円となりました。その結果、総資産は前期末比2,746百万

円増加の37,248百万円となりました。 

流動負債では、仕入の減少に伴い買掛金は減少しましたが、短期有利子負債の増加等により前期末比517百万円増

加の6,428百万円となりました。また固定負債におきましては、リース用車両の割賦バック方式による取得への移行

が進んだことによる長期未払金の大幅な増加等により前期末比2,615百万円増加の9,995百万円となりました。この結

果、負債合計では前期末比3,133百万円増加の16,423百万円となりました。 

純資産につきましては、株式市場の低迷による投資有価証券の評価差額金の減少等により前期末比387百万円減少

の20,824百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は前期末比5.7ポイント低下の55.1％となりました。 

  

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 



② 四半期の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因 

当第３四半期末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較して983百万円

増加の3,646百万円となりました。その主な要因は、営業活動によるキャッシュ・フローで得た資金798百万円を、投

資活動によるキャッシュ・フローで、有形固定資産の取得等により1,640百万円支出し、財務活動によるキャッシ

ュ・フローで、短期借入金の借入等により1,839百万円調達した結果、資金余剰になったことによるものでありま

す。  

  

 今後の見通しにつきましては、世界的な金融混乱や円高の進行、更には実態経済の急速な減速等により引き続き厳

しい状況が続くものと思われます。このような環境の中で当社グループの業績につきましては、第３四半期累計期間

は、世界的な市場の悪化に伴う主要顧客の北米を中心とした海外生産の減産等の影響からの受注の失速や新規事業部

門の収益改善の遅れ等の影響を受け非常に厳しい状況となりました。通期にかけても、遅れておりました新規事業部

門の収益改善が進展し、グループ挙げての原価削減施策が寄与すると見込むものの、国内外の市場環境は、更に悪化

すると予想することから、平成21年1月15日に修正発表しました業績数値を変更しておりません。  

  

該当事項はありません。   

   

（簡便な会計処理）  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法  

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率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を使用して算定しております。 

② 棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。また、棚卸資産の簿価切下げに関しては収益性の低下

が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③ 法人税等の算定方法 

法人税等の納付税額につきましては、重要な加減算項目を調整し、見積実効税率を乗じて簡便的に算出しており

ます。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 

（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 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 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、原価法によっておりましたが、第１四半期連結会

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）が適用されたことに伴い原価法（貸

借照表価額については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。この変更による

営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

③ 第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（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」（企業会計基準適用指針第16号）を早期適用したことにより、所有権移転外フ

ァイナンス・リース取引（借主側）については、従来の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理から通常

の売買取引にかかる会計処理に変更しております。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。この変更による営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微でありま

す。 

④ 第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（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」（企業会計基準適用指針第16号）を早期適用したことにより、所有権移転外フ

ァイナンス・リース取引（貸主側）については、従来の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理から通常

の売買取引にかかる会計処理（リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法）に変更しております。

なお、この変更により営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ14,425千円増加してお

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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 4,046,740 3,063,003

受取手形及び売掛金 4,426,985 5,780,326

商品及び製品 246,529 233,878

仕掛品 108,270 32,878

原材料及び貯蔵品 247,124 154,754

繰延税金資産 250,418 250,418

リース投資資産 3,956,690 －

その他 1,166,844 913,546

貸倒引当金 △2,800 △3,900

流動資産合計 14,446,803 10,424,905

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※2  7,045,255 ※2  7,029,029

機械装置及び運搬具（純額） 455,134 432,664

貸与資産（純額） 819,514 2,835,460

土地 ※2  6,228,302 ※2  6,229,311

建設仮勘定 898,966 123,670

その他（純額） 409,674 345,895

有形固定資産合計 ※1  15,856,848 ※1  16,996,033

無形固定資産   

のれん 17,960 38,027

その他 553,180 354,339

無形固定資産合計 571,140 392,366

投資その他の資産   

投資有価証券 2,614,433 3,289,803

繰延税金資産 783,742 513,939

その他 2,984,478 2,890,193

貸倒引当金 △9,275 △5,077

投資その他の資産合計 6,373,379 6,688,859

固定資産合計 22,801,368 24,077,258

資産合計 37,248,171 34,502,164



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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   

買掛金 899,634 1,146,068

短期借入金 1,436,212 399,605

1年内返済予定の長期借入金 200,000 －

未払費用 1,925,159 2,169,630

未払法人税等 10,302 27,564

賞与引当金 122,636 492,247

役員賞与引当金 － 20,000

その他 1,834,656 1,655,786

流動負債合計 6,428,601 5,910,902

固定負債   

長期借入金 ※2  2,800,000 ※2  2,000,000

長期未払金 4,221,514 1,835,922

退職給付引当金 1,787,883 2,011,114

役員退職慰労引当金 － 352,177

再評価に係る繰延税金負債 1,141,849 1,141,849

その他 44,027 38,544

固定負債合計 9,995,275 7,379,608

負債合計 16,423,876 13,290,511

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,580,350 3,580,350

資本剰余金 3,420,139 3,420,139

利益剰余金 12,818,279 12,857,931

自己株式 △1,186 △1,186

株主資本合計 19,817,583 19,857,235

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 374,021 806,387

土地再評価差額金 117,713 117,713

為替換算調整勘定 200,083 199,060

評価・換算差額等合計 691,819 1,123,161

少数株主持分 314,892 231,256

純資産合計 20,824,295 21,211,653

負債純資産合計 37,248,171 34,502,164



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 29,182,860

売上原価 25,388,831

売上総利益 3,794,029

販売費及び一般管理費 ※1  3,556,907

営業利益 237,121

営業外収益  

受取利息及び配当金 45,547

持分法による投資利益 179,272

その他 34,767

営業外収益合計 259,587

営業外費用  

支払利息 48,563

有価証券評価損 6,124

為替差損 127,314

その他 1,671

営業外費用合計 183,675

経常利益 313,033

特別利益  

固定資産売却益 1,994

投資有価証券売却益 7,400

特別利益合計 9,394

特別損失  

固定資産除売却損 16,635

投資有価証券評価損 810

その他 461

特別損失合計 17,907

税金等調整前四半期純利益 304,520

法人税、住民税及び事業税 74,680

法人税等合計 74,680

少数株主利益 16,052

四半期純利益 213,788



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 304,520

減価償却費 1,131,761

のれん償却額 30,543

持分法による投資損益（△は益） △179,272

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,097

賞与引当金の増減額（△は減少） △369,336

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △223,231

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,050

受取利息及び受取配当金 △45,785

支払利息 123,533

為替差損益（△は益） 81,833

有形固定資産売却損益（△は益） △169,829

有形固定資産除却損 16,635

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △7,400

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 6,934

売上債権の増減額（△は増加） 1,327,806

たな卸資産の増減額（△は増加） △189,226

リース投資資産の増減額（△は増加） △2,558,618

その他の流動資産の増減額（△は増加） △429,188

仕入債務の増減額（△は減少） △142,804

その他の流動負債の増減額（△は減少） 335,311

長期未払金の増減額（△は減少） 2,035,464

小計 1,060,698

利息及び配当金の受取額 95,718

利息の支払額 △125,462

法人税等の支払額 △232,496

営業活動によるキャッシュ・フロー 798,457

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 △1,677,808

有形固定資産の売却による収入 351,864

投資有価証券の取得による支出 △1,088

投資有価証券の売却による収入 15,000

投資その他の資産の増減額（△は増加） △328,795

貸付金の回収による収入 324

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,640,503

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 2,110,324

短期借入金の返済による支出 △1,075,700

長期借入れによる収入 1,000,000

配当金の支払額 △251,538

少数株主からの払込みによる収入 56,489

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,839,574

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,791



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 983,737

現金及び現金同等物の期首残高 2,663,003

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  3,646,740



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

製品、サービスの種類・性質等の類似性及び当社グループの損益集計区分を考慮して決定しております。 

２．各区分に属する主要な製品、サービス 

   

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）  

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント 

 情報の記載を省略しております。 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）  

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
物流サービ
ス事業 
（千円） 

自動車サー
ビス事業 
（千円） 

その他の事
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 18,131,951 9,318,120 1,732,788 29,182,860 － 29,182,860 

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
313 52,401 408,434 461,149 △461,149 －

計 18,132,264 9,370,521 2,141,223 29,644,010 △461,149 29,182,860 

営業利益 293,515 626,259 47,653 967,428 △730,307 237,121 

事業区分 主要製品、サービス 

物流サービス事業 包装、格納器具製品製造 

自動車サービス事業 自動車リース、車両整備、自動車販売、カー用品販売、保険代理店他 

その他の事業 情報サービス、人材サービス 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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。 

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日） 

  

  

  
前年同四半期

（平成20年３月期第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高   29,605,449 

Ⅱ 売上原価   25,187,464 

売上総利益   4,417,984 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   3,602,799 

営業利益   815,185 

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息及び配当金     53,442   

２．持分法による投資利益 161,119   

３．その他 63,230  277,793 

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息 51,388   

２．その他 21,129 72,517 

経常利益   1,020,460 

Ⅵ 特別利益     

１．固定資産売却益 1,050 1,050 

Ⅶ 特別損失     

１．固定資産除売却損 152,551   

２．投資有価証券評価損 4,353   

３．ゴルフ会員権評価損 4,649 161,554 

税金等調整前四半期純利益   859,956 

税金費用   314,180 

少数株主利益   12,094 

四半期純利益   533,682 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日） 

  

  
前年同四半期

（平成20年３月期第３四半期）

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利益 859,956 

減価償却費 1,102,520 

のれん償却費 43,612 

持分法による投資利益 △161,119

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,074

賞与引当金の増減額（△は減少） △341,276

退職給付引当金の増減額（△は減少） △214,170

役員退職引当金の増減額（△は減少） △33,870

受取利息及び受取配当金 △53,758

支払利息  61,248 

有形固定資産売却益 △303,847

有形固定資産除却損 150,633 

有形固定資産売却損 1,917 

投資有価証券評価損 4,353 

その他投資の評価損 6,449 

売上債権の増減額（△は増加） 298,642 

たな卸資産の増減額（△は増加） △83,529

その他流動資産の増減額（△は増加） △100,071

仕入債務の増減額（△は減少） △356,536

その他流動負債の増減額（△は減少） 142,742 

小計 1,021,822 

利息及び配当金の受取額 115,549 

利息の支払額 △61,116

法人税等の支払額 △751,717

営業活動によるキャッシュ・フロー  324,538 

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 △781,488

有形固定資産の売却による収入  376,163 

投資有価証券の取得による支出 △1,042

その他の投資の取得による支出 △499,120

その他の投資の売却による収入  68,754 

貸付けの回収による収入  441 

投資活動によるキャッシュ・フロー △836,292



  

  
前年同四半期

（平成20年３月期第３四半期）

区分 金額（千円）

Ⅲ 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 430,880 

短期借入金の返済による支出 △554,330

長期借入れによる収入 1,000,000 

長期借入金の返済による支出 △500,000

社債償還による支出 △300,000

配当金の支払額 △246,635

少数株主からの払込による収入 45,290 

財務活動によるキャッシュ・フロー △124,794

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 3,436 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △633,112

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,622,308 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,989,196 



前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

  

   

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
物流サービ
ス事業 
（千円） 

自動車サー
ビス事業 
（千円） 

その他の事
業（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高  18,426,658  9,291,968 2,448,418  30,167,046  △561,596  29,605,449 

営業費用 17,556,387 8,714,532  2,404,258 28,675,178 115,085 28,790,264 

営業利益 870,270   577,436   44,160   1,491,868 △676,682   815,185 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 



 追加情報 

 （役員退職慰労引当金） 

  平成20年５月26日開催の取締役会により、役員退職慰労金制度の廃止を決議するとともに、平成20年６月24日開催の

定時株主総会において、在任期間に対応する役員退職慰労金を打ち切り支給することを決議いたしました。これに伴

い、役員退職慰労金相当額350,127千円を「長期未払金」として表示しております。 

 （リース取引関係） 

  第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（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」（企業会計基準適用指針第16号）を早期適用したことにより、リース取引開始日が会計基準適用初

年度開始前の貸主側の所有権移転外ファイナンス・リース取引につきましては会計基準適用初年度の前年度末における

固定資産の適正な帳簿価額（減価償却累計額控除後）1,672,276千円をリース投資資産の期首の価額として計上してお

ります。  

  

６．その他の情報 

注記情報 

  （四半期連結貸借対照表関係） 

 （四半期連結損益計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成20年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

12,327,976千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

14,142,924千円 

※２．担保に供している資産及び担保付債務は、次のと

おりであります。 

※２．担保に供している資産及び担保付債務は、次のと

おりであります。 

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 

建物及び構築物 1,377,884千円 

土地 2,755,953  

合計 4,133,837  

建物及び構築物 1,412,735千円 

土地 2,755,953  

合計 4,168,688  

(2）担保付債務 (2）担保付債務 

短期借入金 380,000千円 

１年内返済予定長期借入金 200,000  

長期借入金   2,800,000  

 計 3,380,000

 

長期借入金 2,000,000千円 

     

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

  

  

荷造運賃 438,628千円 

給与手当 1,472,489  

役員報酬 145,590  

賞与引当金繰入額 22,700  

役員退職引当金繰入額 6,010  

退職給付費用 77,949  

減価償却費 132,519  



（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 （株主資本等関係） 

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至 

平成20年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

         (1) 発行済株式の種類及び総数 

       普通株式 12,070,000株   

     (2）自己株式の種類及び株式数 

       普通株式    1,399株   

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

         (1) 配当金支払額 

      (2) 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期

間末後となるもの 

           該当事項はありません。 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成20年12月31日現在） 

  

現金及び預金 4,046,740千円 

預入れ期間が３か月を超える定期預金 △400,000  

現金及び現金同等物 3,646,740  

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月24日 

定時株主総会 
普通株式 132,754 11 平成20年３月31日 平成20年６月25日 

平成20年10月27日 

取締役会 
普通株式 120,686 10 平成20年９月30日 平成20年12月５日 
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