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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 8,054 ― 773 ― 649 ― 224 ―
20年3月期第3四半期 8,565 3.5 733 △11.1 616 △13.3 310 4.5

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 14.20 ―
20年3月期第3四半期 19.59 ―

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 20,469 7,713 37.7 486.99
20年3月期 21,248 7,628 35.9 481.39

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  7,711百万円 20年3月期  7,628百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
21年3月期 ― 3.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3.00 6.00

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  有   

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 10,800 △5.1 1,080 7.3 850 2.5 380 △10.7 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  

[（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、4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)平成20年10月31日に公表しております連結業績予想は、通期について修正しております。 
(2)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。実際に実績等は、業績の変化等によ
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、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 「3.連結業績予想に関する定性的情報」をご
覧ください。 
(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。  

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  15,876,010株 20年3月期  15,876,010株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  41,665株 20年3月期  29,880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  15,840,622株 20年3月期第3四半期  15,850,282株
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(％表示は、対前期増減率) 

 
(注) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 

  

 (1)平成20年10月31日に公表しております個別業績予想は、通期について修正しております。 
(2)業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、実際の業績
は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

(参考）平成21年3月期の個別業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

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 6,700 △6.9 800 △6.6 620 △3.3 250 △20.8 15 78

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米欧発の世界的金融・経済危機が国内企業を直撃した
ことにより景況感が急速に悪化しており、設備や雇用の過剰感が次第に強まってきております。各企業を取
り巻く環境は、急激な円高や資金繰りの悪化などで厳しさを増してきており、この環境の急変に今後も投資
の抑制や雇用調整の動きは強まりつつあり、内需の柱である個人消費はますます冷え込んでいくものと思わ
れます。  
 こうした状況の下、当社グループにおいては、昨年より稼働している新倉庫での保管、荷捌、配送業務が
一体となった配送センターとしての業務の開始で、機械、紙・パルプの取扱量は増加しましたが、米、輸入
野菜を中心とした農産品の取扱量が減少したことなどにより、当第3四半期連結累計期間の営業収益は、80
億5千4百万円となりました。  
  
（1）営業収益 
 事業別の業績の概要は以下のとおりであります。  
・倉庫業は、米や繊維製品等の取扱数量が減少したことなどにより、保管料収入が減少し、また、残留農薬
問題などの原因による輸入野菜の取扱数量の減少により、荷役荷捌料収入が減少しましたので、前年に比べ
3億9千7百万円（8.6％）減少し、42億5千万円となりました。  
・運送業は、新倉庫の本格稼働が前期5月からであったため、今期は稼動日数が多く、運送に関する付帯作
業については実質増収になりましたが、配送拠点間や工場への貨物の移動量が減少したことや他の引越、移
転業務の取扱の減少等により運送料収入が減少しましたので、前年に比べ１億5千5百万円（4.9％）減少
し、29億9千8百万円となりました。  
・不動産賃貸業は、新規テナントとの契約があったことや駐車場の法人顧客が増加したため、前年に比べ4
千4百万円（7.5％）増加し、6億3千7百万円となりました。  
・その他の事業は、ゴルフ練習場の利用客が前年を若干下回りましたので、2百万円（1.7％）減少し、1億6
千6百万円となりました。  
  
（2）営業利益 
 上記のとおり営業収益は減少しましたが、営業原価の下払作業費や人件費、販売費及び一般管理費の人件
費も減少しましたので、営業利益は前年に比べ3千9百万円（5.4％）増益の7億7千3百万円となりました。 
  
（3）経常利益  
 営業外収益では、受取利息及び配当金が前年に比べて減少しましたが、営業外費用の支払利息が減少しま
したので、経常利益は3千3百万円（5.5％）増益の6億4千9百万円となりました。 
  
（4）四半期純利益 
 特別損失に投資有価証券評価損を1億1千5百万円、ゴルフ会員権評価損を1千7百万円計上した結果、四半
期純利益は前年に比べ8千5百万円（27.5％）減益の2億2千4百万円となりました。 
  
 なお、前年同四半期増減につきましては、改正後の「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関す
る規則」(平成11年 大蔵省令第24号)に準じて作成した、平成20年3月期第3四半期連結累計期間の四半期連
結財務諸表（独立監査人の四半期レビューを受けていない）に基づく参考値を記載しております。 

  

（資産）  
 流動資産は前期末に比べて4.6％減少し、36億9千8百万円となりました。これは、現金及び預金が3億2千6
百万円増加し、有価証券が2億9千5百万円、受取手形及び売掛金が1億9千6百万円減少したことなどによるも
のです。  
 固定資産は前期末に比べて3.5％減少し、167億7千万円となりました。これは、有形固定資産で建物及び
構築物が2億9千4百万円、投資その他の資産で投資有価証券が1億9千2百万円減少したことなどによるもので
す。  
 この結果、総資産は、前期末に比べて3.7％減少し、204億6千9百万円となりました。  
  
（負債）  
 流動負債は前期末に比べて4.7％減少し、36億5千万円となりました。これは、1年内償還予定の社債6億円
の振替えによる増加と、短期借入金の3億6千8百万円の減少、そして支払手形及び買掛金の1億5百万円、未
払法人税等の1億4千6百万円の減少などによるものです。  
 固定負債は前期末に比べて7.0％減少し、91億5百万円となりました。これは社債6億円を1年内償還予定に
振替えたことによる減少などによるものです。  
この結果、負債合計は前期末に比べて6.4％減少し、127億5千5百万円となりました。  
  

 【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
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（純資産） 
 純資産合計は前期末に比べて1.1％増加し、77億1千3百万円となりました。これは、利益剰余金が1億2千9
百万円増加し、その他有価証券評価差額金が4千4百万円減少したことなどによるものです。 

  

 急激な円高、株式市況の低迷など、今後の経済環境は先行き不透明な部分が多く、当社グループを取り巻
く事業環境は引き続き厳しい状況で推移していくものと思われます。平成21年3月期通期の業績予想につき
ましては当初予想からの落ち込みは今後も取り戻せないと思われ、現時点では連結営業収益を108億円、営
業利益10億8千万円、経常利益8億5千万円、当期純利益を3億8千万円と予想しております。 

  
  

該当事項はありません。 
  

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

法によっています。 
  

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。 

  

当連結会計年度において、役員報酬全体の体系を改めて、役員賞与を月例の報酬に一本化しておりま
す。これに伴い、当第1四半期連結会計期間より役員賞与引当金の計上を行っておりません。 
  

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

(4) 追加情報
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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 1,769,869 1,443,130

受取手形及び売掛金 962,392 1,159,244

有価証券 810,231 1,105,384

繰延税金資産 65,380 114,025

その他 101,635 69,825

貸倒引当金 △10,949 △13,285

流動資産合計 3,698,560 3,878,324

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,326,529 8,620,798

機械装置及び運搬具（純額） 413,612 487,750

工具、器具及び備品（純額） 115,623 126,568

土地 5,238,378 5,238,378

有形固定資産合計 14,094,144 14,473,496

無形固定資産   

借地権 295,290 295,290

その他 33,131 33,893

無形固定資産合計 328,421 329,183

投資その他の資産   

投資有価証券 1,906,882 2,099,420

繰延税金資産 101,176 104,491

その他 364,413 388,492

貸倒引当金 △24,547 △24,547

投資その他の資産合計 2,347,925 2,567,857

固定資産合計 16,770,491 17,370,536

資産合計 20,469,052 21,248,861

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 588,376 693,852

短期借入金 2,038,560 2,407,300

1年内償還予定の社債 600,000 －

未払金 73,297 81,418

未払法人税等 50,769 197,015

未払消費税等 49,887 125,472

賞与引当金 88,526 170,780

役員賞与引当金 － 33,200

その他 160,692 120,011

流動負債合計 3,650,109 3,829,049
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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) 

固定負債   

社債 300,000 900,000

長期借入金 7,730,590 7,720,100

長期預り金 236,400 236,400

繰延税金負債 111,996 108,702

長期未払金 15,282 34,979

退職給付引当金 536,655 579,200

役員退職慰労引当金 174,701 212,318

固定負債合計 9,105,624 9,791,700

負債合計 12,755,734 13,620,749

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,539,731 2,539,731

資本剰余金 2,314,681 2,314,681

利益剰余金 2,672,186 2,542,302

自己株式 △13,081 △10,328

株主資本合計 7,513,517 7,386,386

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 197,624 241,725

評価・換算差額等合計 197,624 241,725

新株予約権 2,175 －

純資産合計 7,713,317 7,628,112

負債純資産合計 20,469,052 21,248,861
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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 8,054,030

営業原価 6,580,775

営業総利益 1,473,254

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 384,630

その他 315,170

販売費及び一般管理費合計 699,800

営業利益 773,454

営業外収益  

受取利息 4,797

受取配当金 33,437

社宅使用料 16,679

持分法による投資利益 11,968

その他 16,276

営業外収益合計 83,159

営業外費用  

支払利息 181,520

その他 25,486

営業外費用合計 207,007

経常利益 649,606

特別損失  

投資有価証券評価損 115,047

ゴルフ会員権評価損 17,740

特別損失合計 132,787

税金等調整前四半期純利益 516,818

法人税、住民税及び事業税 196,361

法人税等調整額 95,492

法人税等合計 291,853

四半期純利益 224,965
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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)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) 

(単位：千円）

 

  当社の事業区分の方法は事業の種類、性質に応じて区分しております。  

   2.各事業の主要内容  

     ① 倉庫業    …………… 貨物保管・荷役荷捌及びこれに付随する作業  

     ② 運送業    …………… 貨物自動車運送及びこれに付随する業務  

     ③ 不動産賃貸業 …………… 土地、家屋等の賃貸及び駐車場業  

     ④ その他の事業 …………… ゴルフ練習場業 

〔所在地別セグメント情報〕 

  在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

〔海外売上高〕 

  海外売上高がないため、記載を省略しております。 

  

   該当事項はありません。 

  

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

倉庫業 運送業 不動産賃貸業 その他の事業 計 消去又は全社 連結

 営業収益

 (1) 外部顧客に

   対する営業収益 4,250,757 2,998,777 637,629 166,866 8,054,030 ─ 8,054,030

 (2) セグメント間の

     内部営業収益 27,731 1,122,122 125,128 34,924 1,309,906 (  1,309,906 ) ─

    又は振替高

計 4,278,488 4,120,899 762,758 201,790 9,363,937 (  1,309,906 ) 8,054,030

営業利益 150,274 147,048 452,700 23,430 773,454 ─ 773,454

(注) 1.事業区分の方法

(5)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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 前年同四半期に係る財務諸表等 

  

（1）(要約)第3四半期連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

(単位：千円）

科       目

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 )

金   額

 営 業 収 益 8,565,758

 営 業 原 価 7,082,307

 営 業 総 利 益 1,483,450

 販売費及び一般管理費 749,748

 営 業 利 益 733,702

 営 業 外 収 益 104,036

  受取利息及び配当金 42,938

  そ の 他 61,097

 営 業 外 費 用 221,712

  支 払 利 息 197,083

  そ の 他 24,628

 経 常 利 益 616,026

 特 別 利 益 5,471

 特 別 損 失 31,134

 税金等調整前四半期純利益 590,363

 法人税、住民税及び事業税 180,387

 法人税等調整額 99,470

 四半期純利益 310,505
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(2)セグメント情報 

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) 

（単位：千円）

 
(注) 1.事業区分の方法 

      当社の事業区分の方法は事業の種類、性質に応じて区分しております。 

   2.各事業の主要内容 

      ① 倉庫業    …………… 貨物保管・荷役荷捌及びこれに付随する作業 

      ② 運送業    …………… 貨物自動車運送及びこれに付随する業務 

      ③ 不動産賃貸業 …………… 土地、家屋等の賃貸及び駐車場業 

      ④ その他の事業 …………… ゴルフ練習場業 

〔所在地別セグメント情報〕 

    在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

〔海外売上高〕 

    海外売上高がないため、記載を省略しております。 

倉庫業 運送業 不動産賃貸業 その他の事業 計 消去又は全社 連結

 営業収益

 (1) 外部顧客に

   対する営業収益 4,648,614 3,154,068 593,349 169,725 8,565,758            ─ 8,565,758

 (2) セグメント間の

     内部営業収益 33,643 1,155,748 127,968 32,400 1,349,760 (  1,349,760 )        ─

    又は振替高

計 4,682,258 4,309,817 721,317 202,125 9,915,518 (  1,349,760 ) 8,565,758

営業利益 241,258 66,012 401,441 24,989 733,702            ─ 733,702
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