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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 8,092 ― 465 ― 506 ― 278 ―

20年3月期第3四半期 7,974 12.8 404 9.2 448 11.8 244 △6.1

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 50.76 ―

20年3月期第3四半期 44.65 ―

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 16,976 12,957 76.3 2,362.01
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3四半期  12,957百万円 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  有  

平成21年３月期 期末配当金の内訳 普通配当7円50銭 記念配当5円00銭  

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） ――― ――― ――― 12.50 20.00

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・財務諸表等】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・財務諸表等】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3四半期  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3四半期  263,131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3四半期  5,485,940株 20年3月期第3四半期  5,485,805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、第２四半期会計期間から、「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３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国発の金融危機により、内外需とも需要が急減し、雇用環境も

深刻な状況となり、景気の悪化が加速いたしました。 

当貨物自動車運送業界におきましても、燃料費高騰による圧力が若干低下いたしましたが、業況悪化により生産

活動が縮小いたしましたので、輸送量が減少し厳しい事業環境となりました。 

このような状況下、当社は物流の『 適化提案営業』と見た目で解る安全・輸送品質の維持、向上を目的とした

コンテストの開催や、二次元バーコードを活用したＩＲ活動を進める等、物流の商品化を目指しました。 

さらに、事業の拡大に伴い導入したＴＬＳ（東部ネットワーク・ロジスティクス・システム）の自動配車システ

ム導入で複合輸送が一段と進化し、ローコスト・オペレーションを推進することが出来ました。 

また、前述の通り厳しい経済状況下、清涼飲料輸送部門の荷主は、平成21年の年初から全国における製造と物流

の大改革が発表され、新システムによる入札が行なわれましたが、当社は高い評価を得ることが出来ましたので、

ほぼ全国のボトラーズ社との取引が可能となりました。 

加えて、不動産賃貸物件として有効活用を目的とした西宮施設（兵庫県）と海老名施設（神奈川県）は計画通り

に工事が進行しております。 

以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は8,092,348千円（前年同期比1.5％増）、営業利益は465,684千円

（前年同期比15.2％増）、経常利益は506,719千円（前年同期比13.0％増）で、四半期純利益は278,464千円（前年

同期比13.7％増）となりましたので増収増益の成績となりました。 

  

当第３四半期累計期間の事業別売上高の概況につきましては、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、原油の高騰と環境対応等により産業用燃料の転換や低燃費車の普及により輸送量

が減少いたしました。 

次に化成品輸送につきましては、大口納入先の稼働が順調に推移するとともに輸送品目が増加いたしましたの

で、輸送量も増加いたしました。 

さらにセメント輸送につきましても、首都圏の大型工事（空港・圏央道等）の受注により輸送量が増加し輸送力

も増強いたしましたが、この部門では前年同期比4.8％減となりました。 

清涼飲料、びん・容器輸送部門におけるびん・容器輸送は、軽量容器であるペットボトルへの利用が増加し、び

ん・容器の需要が漸減状況にありますので輸送量は減少いたしましたが、一方で清涼飲料輸送の担当地域の拡大効

果と得意先物流システム移行に伴う取扱量が増加いたしましたので、同輸送部門は複合輸送を推進したことにより

前年同期比3.1％増となりました。 

その他輸送部門の食品輸送は、得意先物流センター移転に伴い担当地域が大幅に減少し、前年同期比16.5％減と

なりました。 

以上の結果、関連業務の荷役作業収入を含め、当事業の売上高は5,100,437千円となり、前年同期比0.7％増とな

りました。 

（商品販売事業） 

当事業の主力販売品である石油製品は、販売単価の上昇と引続き高価格帯製品販売を重点的に行い売上高は増加

いたしました。 

セメント販売につきましては、与信の厳格化政策を推し進めましたので販売額は減少いたしました。その他販売

の車両販売につきましては、燃費率の良い小型車を積極的に販売いたしましたので若干の増収となりました。 

 この結果、当事業の売上高は2,168,981千円で前年同期比3.8％増となりました。 

（不動産賃貸事業） 

当社が提供する各種の賃貸施設の内、自社施設は全施設で稼働いたしましたので増収となりましたが、借上施設

は一部で解約があり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751,154千円で前年同期比0.2％増となりました。  

（その他事業） 

自動車整備業は、景気の悪化に伴って法人顧客の保有車両の減少と使用車両の更新時期を遅らせる等の経費削減

傾向が顕著なことから、受注競争が激化しておりますが高度なメンテナンス技術が評価され増収となりました。ま

た、保険代理店の取扱いにつきましても、保有車両の減少による取扱いが減少し減収となりました。 

この結果、当事業の売上高は71,775千円で前年同期比0.3％増となりました。 

  

なお、「前年同期比増減率」は、参考として記載しております。  
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当第３四半期末の総資産は、16,976,556千円となり、前事業年度末と比べ209,335千円増加いたしました。 

流動資産は4,860,175千円となり368,711千円増加いたしました。この主な要因は、現金及び預金が278,050千円、

営業未収入金が78,839千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12,116,380千円となり159,375

千円減少いたしました。この主な要因は、海老名施設の建設工事等により有形固定資産が182,436千円、ＩＴ投資に

より無形固定資産が105,391千円それぞれ増加した一方で、投資その他の資産が投資有価証券の時価評価による減少

及び長期性預金の流動資産への振替等により447,202千円減少したことによるものであります。 

当第３四半期末の負債合計は、4,018,877千円となり、前事業年度末と比べ138,848千円増加いたしました。 

流動負債は1,395,442千円となり186,621千円増加いたしました。この主な要因は、営業未払金が115,711千円、未

払金が61,945千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2,623,435千円となり47,773千円減少いたしました。この主な要因は、賃貸施設の新設等により長期預

り保証金が39,457千円増加した一方で、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91,747千円減

少したことによるものであります。  

当第３四半期末の純資産合計は、12,957,678千円となり、前事業年度末と比べ70,487千円増加いたしました。こ

の主な要因は、利益剰余金が196,175千円増加した一方で、その他有価証券評価差額金が125,589千円減少したこと

によるものであります。この結果、自己資本比率は76.3％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況）  

当第３四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21,949千

円減少の3,260,494千円となりました。当第３四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３四半期累計期間において、営業活動の結果得られた資金は、731,686千円となりました。主な増加要因は、

税引前四半期純利益481,729千円、減価償却費353,435千円、仕入債務の増加額157,894千円、その他の負債の増加額

77,747千円等であり、主な減少理由は、売上債権の増加額120,188千円、法人税等の支払額212,078千円等によるも

のであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

当第３四半期累計期間において、投資活動の結果支出した資金は、671,247千円となりました。主な要因は、定期

預金の預入による支出10,000千円、有形固定資産の取得による支出472,143千円、無形固定資産の取得による支出

125,632千円、投資有価証券の取得による支出64,829千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３四半期累計期間において、財務活動の結果支出した資金は、82,388千円となりました。主な要因は、配当

金の支払額82,289千円等によるものであります。 

   

当第３四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。 

期末配当予想につきましては、平成21年１月29日開催の取締役会において、創立65周年記念として１株当たり５ 

円00銭の増配を決議いたしました。これにより、期末配当予想は普通配当７円50銭に合わせて１株当たり12円50銭

となり、年間配当予想は１株当たり20円00銭となります。 

なお、配当予想の変更につきましては、本日公表の適時開示資料「平成21年３月期 配当予想の修正に関するお知

らせ」をご参照ください。     

  

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．財政状態に関する定性的情報 

３．業績予想に関する定性的情報 

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 

（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、第２四半期会計期間から、「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、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３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 3,560,494 3,282,444

受取手形 71,930 30,581

営業未収入金 1,096,506 1,017,667

原材料及び貯蔵品 21,999 26,636

その他 113,128 137,623

貸倒引当金 △3,883 △3,488

流動資産合計 4,860,175 4,491,464

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,229,147 2,320,227

車両運搬具（純額） 461,527 523,422

土地 6,954,574 6,929,340

建設仮勘定 334,365 3,369

その他（純額） 338,553 359,371

有形固定資産合計 10,318,168 10,135,732

無形固定資産 179,527 74,136

投資その他の資産   

投資有価証券 962,094 1,114,707

その他 656,596 967,025

貸倒引当金 △6 △15,846

投資その他の資産合計 1,618,684 2,065,887

固定資産合計 12,116,380 12,275,755

資産合計 16,976,556 16,767,220

負債の部   

流動負債   

支払手形 62,705 20,523

営業未払金 783,054 667,343

未払金 73,839 11,894

未払費用 178,028 146,421

未払法人税等 82,191 111,355

引当金 48,054 97,718

その他 167,567 153,564

流動負債合計 1,395,442 1,208,820

固定負債   

繰延税金負債 1,302,962 1,394,709

再評価に係る繰延税金負債 151,652 151,652

引当金 94,024 86,822

長期前受金 43,561 46,246
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 1,031,235 991,777

固定負債合計 2,623,435 2,671,209

負債合計 4,018,877 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 12,364,403 12,168,227

自己株式 △194,894 △194,795

株主資本合計 13,250,262 13,054,186

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 158,396 283,985

土地再評価差額金 △450,981 △450,981

評価・換算差額等合計 △292,584 △166,995

純資産合計 12,957,678 12,887,191

負債純資産合計 16,976,556 16,767,220
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 8,092,348

売上原価 7,344,479

売上総利益 747,868

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 4,317

差引売上総利益 753,097

販売費及び一般管理費 287,413

営業利益 465,684

営業外収益  

受取利息 7,075

受取配当金 23,275

その他 14,117

営業外収益合計 44,468

営業外費用  

支払利息 3,430

その他 3

営業外費用合計 3,433

経常利益 506,719

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 1,175

減損損失 16,806

投資有価証券評価損 7,075

特別損失合計 25,057

税引前四半期純利益 481,729

法人税、住民税及び事業税 190,333

法人税等調整額 12,930

法人税等合計 203,264

四半期純利益 278,464
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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３四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 481,729

減価償却費 353,435

減損損失 16,806

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,443

その他の引当金の増減額（△は減少） △42,461

受取利息及び受取配当金 △30,351

支払利息 3,430

投資有価証券評価損益（△は益） 7,075

有形固定資産売却損益（△は益） △67

有形固定資産除却損 1,175

売上債権の増減額（△は増加） △120,188

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,636

仕入債務の増減額（△は減少） 157,894

その他の資産の増減額（△は増加） 21,410

その他の負債の増減額（△は減少） 77,747

小計 916,829

利息及び配当金の受取額 30,365

利息の支払額 △3,430

法人税等の支払額 △212,078

営業活動によるキャッシュ・フロー 731,686

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 △472,143

有形固定資産の売却による収入 1,007

無形固定資産の取得による支出 △125,632

投資有価証券の取得による支出 △64,829

貸付けによる支出 △2,764

貸付金の回収による収入 3,114

投資活動によるキャッシュ・フロー △671,247

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 △113

自己株式の売却による収入 14

配当金の支払額 △82,289

財務活動によるキャッシュ・フロー △82,388

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △21,949

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 3,260,494
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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、第２四半期会計期間から、「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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～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  7,974,916

Ⅱ 売上原価  7,290,229

繰延割賦未実現利益
調整前売上総利益  684,686

Ⅲ 割賦売上利益調整  1,530

売上総利益  686,217

Ⅳ 販売費及び一般管理費  282,006

営業利益  404,210

Ⅴ 営業外収益  47,852

Ⅵ 営業外費用  3,667

経常利益  448,395

Ⅶ 特別利益  1,670

Ⅷ 特別損失  32,145

税引前四半期純利益  417,920

税金費用  172,975

四半期純利益  244,944
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

 前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～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   

税引前四半期純利益   417,920

減価償却費   436,369

貸倒引当金の増減額（減
少:△）   250

賞与引当金の増減額（減
少:△）   

△51,942

役員賞与引当金の増減額
（減少:△）   

△4,317

退職給付引当金の増減額
（減少:△）   

△12,501

役員退職慰労引当金の増減
額（減少:△）    6,525

受取利息及び受取配当金   △27,057

預り建設協力金利息    3,666

固定資産売却益 △1,670

固定資産売却損  23,912

固定資産除却損  573

売上債権の増減額（増
加:△）   

△64,939

仕入債務の増減額（減
少:△）   
  

 115,774

預り保証金の増減額（減
少:△）   
  

△136

未払消費税等の増減額（減
少:△）   
  

△13,126

その他資産の増減額（増
加:△）   
  

△16,113

その他負債の増減額（減
少:△）   
  

△8,487

小計  804,701

利息及び配当金の受取額  27,161

預り建設協力金利息の支払
額  

△3,666

法人税等の支払額  △201,806

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  626,389
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前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 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  

△100,000

有形固定資産の取得による
支出  

△121,369

有形固定資産の売却による
収入  
  

 1,880

無形固定資産の取得による
支出  
  

△51,980

投資有価証券の取得による
支出  
  

△929

貸付けによる支出  
  

△2,060

貸付金の回収による収入  3,165

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△271,293

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  
  

△82,286

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△82,234

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額）  272,862

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四半
期末残高  3,289,182
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