
平成21年3月期 第3四半期決算短信 

平成21年1月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社アイ・ロジスティクス 上場取引所 東 

コード番号 9321 URL http://www.ilogi.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 竹森 二郎

問合せ先責任者 （役職名） 財務経理部長 （氏名） 新納 誠 TEL 03-6230-0609

四半期報告書提出予定日 平成21年2月13日

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） 

（注）(参考)平成21年３月期第３四半期（３か月）の連結業績はサマリー情報の次ページに記載しております。  

(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3四半期 42,786 ― 645 ― 885 ― 415 ―

20年3月期第3四半期 45,515 4.0 1,286 3.2 1,489 5.7 1,254 69.8

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 10.44 ―

20年3月期第3四半期 31.44 ―

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 27,109 15,036 53.9 367.45
20年3月期 24,930 15,182 59.0 370.19

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  14,607百万円 20年3月期  14,716百万円

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 ― 3.50 ― 5.50 9.00
21年3月期 ― 3.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3.50 7.00

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 57,000 △4.9 1,200 △27.6 1,500 △22.9 750 △47.1 18.87

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５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) 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） 

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、多分に不確定な要素を含んでおります。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。 
２.第１四半期連結会計期間より、「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。  

 

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3四半期  40,217,590株 20年3月期  40,217,590株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  463,334株 20年3月期  463,334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  39,754,256株 20年3月期第3四半期  39,890,983株
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（参考）平成 21 年３月期第３四半期（３か月）の連結業績 

（平成 20 年 10 月 1 日～平成 20 年 12 月 31 日） 

(百万円未満切捨て) 

（１）連結経営成績（３か月）                                                        (％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３四半期 14,267 － 174 － 248 － 121 － 

20 年３月期第３四半期 14,969 6.3 446 38.9 546 45.4 296 26.3

 

  
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 3.06 － 

20 年３月期第３四半期 7.42 － 
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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：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 2,112,087 2,473,048

受取手形及び売掛金 7,710,720 7,349,401

有価証券 1,506,014 998,657

その他 1,763,027 2,012,032

貸倒引当金 △6,180 △5,925

流動資産合計 13,085,669 12,827,214

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,825,438 4,101,828

土地 2,353,358 2,353,358

リース資産（純額） 2,149,264 －

その他（純額） 664,388 552,249

有形固定資産合計 8,992,449 7,007,436

無形固定資産   

リース資産 53,644 －

その他 999,274 912,444

無形固定資産合計 1,052,919 912,444

投資その他の資産   

投資有価証券 1,188,135 1,243,520

敷金及び保証金 2,364,822 2,530,545

その他 475,460 443,479

貸倒引当金 △50,433 △34,178

投資その他の資産合計 3,977,985 4,183,367

固定資産合計 14,023,353 12,103,249

資産合計 27,109,023 24,930,463
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（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   

支払手形及び買掛金 4,055,610 4,399,817

短期借入金 1,953,450 822,049

1年内償還予定の社債 50,000 100,000

リース債務 282,109 －

未払法人税等 9,433 405,172

賞与引当金 79,719 180,267

役員賞与引当金 12,918 36,164

その他 1,273,939 1,286,829

流動負債合計 7,717,181 7,230,300

固定負債   

長期借入金 228,178 303,674

退職給付引当金 851,488 876,894

役員退職慰労引当金 44,398 38,648

長期預り金 745,645 788,072

負ののれん 12,591 15,390

リース債務 2,007,120 －

その他 466,337 495,438

固定負債合計 4,355,759 2,518,118

負債合計 12,072,940 9,748,418

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,260,631 4,260,631

資本剰余金 3,359,774 3,359,774

利益剰余金 7,090,543 7,033,266

自己株式 △90,819 △90,819

株主資本合計 14,620,129 14,562,852

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,499 56,753

為替換算調整勘定 △29,747 97,071

評価・換算差額等合計 △12,248 153,824

少数株主持分 428,201 465,368

純資産合計 15,036,082 15,182,045

負債純資産合計 27,109,023 24,930,463
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（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) 

営業収益 42,786,637

営業費用 40,560,798

営業総利益 2,225,838

一般管理費 1,580,025

営業利益 645,813

営業外収益  

受取利息 24,249

受取配当金 12,437

為替差益 91,181

負ののれん償却額 7,952

持分法による投資利益 92,310

その他 91,535

営業外収益合計 319,667

営業外費用  

支払利息 75,070

その他 4,418

営業外費用合計 79,489

経常利益 885,991

特別利益  

固定資産売却益 2,389

投資有価証券売却益 11,408

持分変動利益 22,689

違約金収入 1,202

その他 548

特別利益合計 38,239

特別損失  

固定資産除売却損 2,847

減損損失 12,147

投資有価証券評価損 34,476

固定資産臨時償却費 42,703

その他 56,740

特別損失合計 148,915

税金等調整前四半期純利益 775,314

法人税、住民税及び事業税 233,664

法人税等調整額 112,595

法人税等合計 346,259

少数株主利益 13,989

四半期純利益 415,065
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業収益 14,267,540

営業費用 13,592,439

営業総利益 675,101

一般管理費 500,460

営業利益 174,640

営業外収益  

受取利息 8,816

受取配当金 4,112

為替差益 16,393

負ののれん償却額 2,822

持分法による投資利益 40,464

その他 28,134

営業外収益合計 100,744

営業外費用  

支払利息 25,753

その他 1,323

営業外費用合計 27,077

経常利益 248,308

特別利益  

固定資産売却益 130

投資有価証券売却益 11,408

特別利益合計 11,538

特別損失  

固定資産除売却損 849

投資有価証券評価損 3,056

その他 19,281

特別損失合計 23,187

税金等調整前四半期純利益 236,659

法人税、住民税及び事業税 37,969

法人税等調整額 72,238

法人税等合計 110,207

少数株主利益 4,780

四半期純利益 121,670
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（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 775,314

減価償却費 746,952

固定資産臨時償却費 42,703

減損損失 12,147

受取利息及び受取配当金 △36,686

支払利息 75,070

固定資産除売却損益（△は益） 457

売上債権の増減額（△は増加） △478,791

仕入債務の増減額（△は減少） △255,139

その他の流動資産の増減額（△は増加） 269,776

その他の流動負債の増減額（△は減少） △60,129

その他 △245,434

小計 846,240

利息及び配当金の受取額 93,979

利息の支払額 △78,396

法人税等の支払額 △712,397

営業活動によるキャッシュ・フロー 149,425

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 △252,793

有形固定資産の売却による収入 11,365

無形固定資産の取得による支出 △220,307

有価証券の純増減額（△は増加） △506,054

敷金及び保証金の差入による支出 △24,294

敷金及び保証金の回収による収入 179,552

その他 20,350

投資活動によるキャッシュ・フロー △792,180

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） 1,319,204

長期借入金の返済による支出 △234,838

社債の償還による支出 △50,000

配当金の支払額 △356,160

少数株主への配当金の支払額 △20,060

割賦債務の返済による支出 △47,250

リース債務の返済による支出 △240,166

財務活動によるキャッシュ・フロー 370,728

現金及び現金同等物に係る換算差額 △88,934

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △360,961

現金及び現金同等物の期首残高 2,473,048

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,112,087
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