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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 7,733 ― 164 ― 155 ― 35 ―

20年3月期第3四半期 7,537 3.3 266 56.1 228 77.2 132 84.7

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 2.47 ―

20年3月期第3四半期 9.15 ―

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 7,551 1,218 16.1 84.16
20年3月期 8,710 1,223 14.0 84.48

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  1,218百万円 20年3月期  1,223百万円

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 ― ― ― 2.50 2.50
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2.50 2.50

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 10,381 △1.0 331 △31.8 312 △28.7 166 △33.8 11.52

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、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。  

(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．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等については、2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
情報をご覧下さい。 
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。  

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 14,500,000株 20年3月期 14,500,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 16,330株 20年3月期 15,738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 14,484,149株 20年3月期第3四半期 14,485,754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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題などに端を発した世界経済

の悪化や、原油・原材料価格の高騰等による影響などにより、景気低迷が深刻化する状況となりました。 

このような状況のもと、当社グループの売上高は77億33百万円（前年同期比2.6%増）、営業利益は１億64百万

円、経常利益は1億55百万円となりました。また、子会社のシンワ運輸埼玉㈱の解散に伴う費用88百万円を子会社

清算損として特別損失に計上したことにより、四半期純利益は35百万円となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

売上高においては、情報サービス事業は、第３四半期になり不況の影響が徐々に出始めているはいるものの、

データ・ストレージ事業を含め堅調に推移しているため、情報サービス事業全体では売上高は49億２百万円（前

年同期比6.6%増）となりました。 

物流事業全体の売上高は28億３百万円（前年同期比3.7%減）となりました。 

各事業の業況は次のとおりであります。 

陸運事業は、昨年度からのセメント需要の低迷が続くほか、小麦製品の値上げによる配送量の減少により、売

上高は13億18百万円（前年同期比9.5%減）となりました。 

海運事業は、中央防波堤における建設発生土の新規取扱いが堅調に推移し、売上高は７億92百万円（前年同期

比23.5%増）となりました。 

倉庫事業は、松戸営業所での不稼働や窯業製品の取扱いの減少により、売上高は６億30百万円（前年同期比

13.6%減）となりました。 

海運事業に付随する商事事業は、骨材販売の売上高が89百万円となりました。 

営業利益においては、情報サービス事業はデータストレージ事業における先行投資負担により減少し、また、

物流事業は陸運事業における需要減少と燃料費の高騰、倉庫事業における取扱い減少などにより大幅に減少しま

したが、全社にわたる原価、経費の節減によりその減少分の一部を吸収いたしました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における資産総額は、前連結会計年度末に比べ11億59百万円減少し、75億51百万

円となりました。 

資産の主な減少要因は、受取手形及び売掛金等の売上債権の減少４億53百万円、たな卸資産の増加１億50百万

円、短期貸付金の減少８億円などによるものであります。 

負債総額は、前連結会計年度末に比べ11億54百万円減少し、63億32百万円となりました。 

負債の主な減少要因は、長・短借入金の減少10億62百万円などによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ４百万円減少し、12億18百万円となりました。 

純資産の主な減少要因は、四半期純利益35百万円の増加と、配当36百万円による利益剰余金の取り崩しなどに

よるものであります。 

＜連結キャッシュ・フローの状況＞ 

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前連結会計年度末に比べ、

50百万円増加し、６億53百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は４億15百万円となりました。これは主に、売上債権の減少４億53百万円によ

るものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は７億32百万円となりました。これは主に、短期貸付金の回収８億円によるも

のです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は10億98百万円となりました。これは主に、借入金の返済によるものでありま

す。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

現時点で、平成20年10月30日公表の予想から大きな変動はないため、前回の公表数値から修正は行っておりま

せん。 

上記予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後

様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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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） 

該当事項はありません。 

なお、子会社であるシンワ運輸埼玉㈱は、特定子会社にはあたりませんが、平成20年11月30日に解散し、

当社主導で清算中であり、当第３四半期連結会計期間末では、引き続き連結しております。 

(2) 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 

１．固定資産の減価償却費の算定方法 

  固定資産の年度中の取得、売却または除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期

間按分する方法によっております。 

  なお、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

算出する方法によっております。 

２．経過勘定項目の算定方法 

  合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

３．税金費用の計算 

  法定実効税率を基礎として計算しております。 

(3) 四半期財務諸表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」（企業会計基準摘要指針第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．棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

  「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第

９号）を、第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の

低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

  なお、この変更による損益に与える影響はありません。 

３．リース取引に関する会計基準等の適用 

  「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３

月30日企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 

平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会

計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。 

  また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す

る方法によっております。 

  なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

  この変更による損益に与える影響はありません。 

（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

当社および連結子会社は、法人税法の改正を契機として耐用年数の見直しを行い、第１四半期連結会

計期間より、一部の機械装置の耐用年数を13年から12年に変更しております。 

なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 
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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 653,684 602,955 

受取手形及び売掛金 1,391,427 1,844,541 

商品 8,286 5,275 

仕掛品 301,231 154,051 

繰延税金資産 128,912 128,912 

その他 122,218 843,289 

貸倒引当金 △3,349 △4,029 

流動資産合計 2,602,412 3,574,996 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,376,725 1,416,210 

機械装置及び運搬具（純額） 210,549 309,042 

土地 2,523,182 2,523,182 

建設仮勘定 11,820 28,245 

その他（純額） 68,415 11,558 

有形固定資産合計 4,190,692 4,288,238 

無形固定資産   

のれん 50,000 80,000 

その他 123,742 140,709 

無形固定資産合計 173,742 220,709 

投資その他の資産   

投資有価証券 142,730 200,956 

繰延税金資産 289,707 287,419 

その他 152,548 138,638 

貸倒引当金 △41 △1 

投資その他の資産合計 584,944 627,012 

固定資産合計 4,949,379 5,135,961 

資産合計 7,551,791 8,710,957 
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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 607,501 628,328 

短期借入金 2,639,900 3,139,900 

未払法人税等 830 111,040 

賞与引当金 150,696 288,950 

その他 344,856 178,321 

流動負債合計 3,743,785 4,346,540 

固定負債   

長期借入金 1,578,875 2,141,300 

再評価に係る繰延税金負債 139,633 139,633 

退職給付引当金 801,818 750,795 

役員退職慰労引当金 2,310 16,960 

その他 66,390 92,131 

固定負債合計 2,589,028 3,140,820 

負債合計 6,332,813 7,487,361 

純資産の部   

株主資本   

資本金 765,000 765,000 

資本剰余金 125,000 125,000 

利益剰余金 293,458 293,907 

自己株式 △2,968 △2,885 

株主資本合計 1,180,490 1,181,021 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,535 6,621 

土地再評価差額金 35,953 35,953 

評価・換算差額等合計 38,488 42,575 

純資産合計 1,218,978 1,223,596 

負債純資産合計 7,551,791 8,710,957 
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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) 

売上高 7,733,289 

売上原価 7,238,817 

売上総利益 494,471 

販売費及び一般管理費 329,484 

営業利益 164,987 

営業外収益  

受取利息 7,519 

受取配当金 2,037 

持分法による投資利益 324 

違約金収入 32,475 

受取賃貸料 20,190 

その他 1,845 

営業外収益合計 64,392 

営業外費用  

支払利息 58,672 

その他 15,358 

営業外費用合計 74,031 

経常利益 155,349 

特別利益  

固定資産売却益 17,791 

投資有価証券売却益 11,244 

その他 640 

特別利益合計 29,675 

特別損失  

固定資産売却損 168 

固定資産除却損 3,921 

子会社清算損 88,516 

その他 650 

特別損失合計 93,256 

税金等調整前四半期純利益 91,768 

法人税等 56,006 

四半期純利益 35,762 
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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 91,768 

減価償却費 245,242 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △640 

賞与引当金の増減額（△は減少） △138,254 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 51,023 

受取利息及び受取配当金 △9,556 

支払利息 58,672 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △14,650 

のれん償却額 30,000 

持分法による投資損益（△は益） △324 

投資有価証券売却損益（△は益） △11,244 

有形固定資産売却損益（△は益） △17,623 

有形固定資産除却損 3,921 

売上債権の増減額（△は増加） 453,113 

たな卸資産の増減額（△は増加） △150,212 

仕入債務の増減額（△は減少） △20,827 

未払消費税等の増減額（△は減少） 15,661 

その他 19,144 

小計 605,214 

利息及び配当金の受取額 9,556 

利息の支払額 △57,975 

法人税等の支払額 △140,808 

営業活動によるキャッシュ・フロー 415,987 

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 △152,630 

有形固定資産の売却による収入 37,524 

無形固定資産の取得による支出 △1,920 

投資有価証券の取得による支出 △3,668 

投資有価証券の売却による収入 67,088 

短期貸付金の増減額（△は増加） 800,105 

長期貸付金の回収による収入 750 

敷金及び保証金の差入による支出 △948 

敷金及び保証金の回収による収入 3,871 

その他 △17,224 

投資活動によるキャッシュ・フロー 732,947 

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） △500,000 

長期借入金の返済による支出 △562,425 

配当金の支払額 △35,698 

自己株式の取得による支出 △82 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,098,206 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 50,729 

現金及び現金同等物の期首残高 602,955 

現金及び現金同等物の四半期末残高 653,684 
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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」（企業会計基準摘要指針第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事項 

    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） 

 

 

情報サービス
事業 

(千円) 

物流事業 

(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 

4,902,451  2,830,837 7,733,289 － 7,733,289  

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

－  － － － －  

計 4,902,451  2,830,837 7,733,289 － 7,733,289  

営業利益 359,142  94,719 453,861 （288,874） 164,987  

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

(1) 情報サービス事業……情報サービス部門 

(2) 物流事業………………陸運、海運、倉庫及び海運に付随する骨材販売の商事部門 

 

【所在地別セグメント情報】 

   すべて国内の取引であるため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

  海外売上高はありません。 

 

 

(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」 

 前年同四半期に係る財務諸表等 

(1)前第３四半期連結損益計算書 

                           （単位：千円） 

 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 

科               目 金    額 

売上高 

 

売上原価 

 

7,537,108

6,901,071

 売上総利益 636,037

販売費及び一般管理費 

 

369,098

 営業利益 266,939

営業外収益 

  受取利息 

  受取配当金 

  賃貸収入 

  持分法投資利益 

  その他 

 

営業外費用 

  支払利息 

  賃貸費用 

  その他 

 

22,677

150

2,102

16,318

2,166

1,939

61,510

50,996

8,804

1,709

 経常利益 228,105

特別利益 

  固定資産売却益 

  その他 

 

特別損失 

  固定資産売却損 

  固定資産除却損 

 

21,449

21,025

423

777

179

598

税金等調整前中間純利益 248,777

税金費用 116,250

中間純利益 132,526
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(2)前第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

                                （単位：千円） 

 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 

科               目 金    額 

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー  
  税金等調整前中間（当期）純利益 
  減価償却費 
  貸倒引当金の増減額（減少：△） 
  賞与引当金の増減額（減少：△） 
  退職給付引当金の増減額（減少：△） 
  受取利息及び配当金 
  支払利息 
  役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 
  のれん償却額 
  持分法投資損益（益：△） 
  投資有価証券売却損益（益：△） 
  有形固定資産売却損益（益：△） 
  有形固定資産除却損 
  売上債権の増減額（増加：△） 
  たな卸資産の増減額（増加：△） 
  仕入債務の増減額（減少：△） 
  未払消費税等の増減額（減少：△） 
  その他 

 
  248,777
  210,529
  △322

  △141,247
  25,506

△2,252
  50,996

△1,290
 30,000

△2,166
△101

△20,846
  598

  463,412
△182,103

68,713
△43,387
44,284

       小   計    749,101

  利息及び配当金の受取額 
  利息の支払額 
  法人税等の支払額 

  2,252
△48,550
△247,406

  営業活動によるキャッシュ・フロー   455,397

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 
  有形固定資産の売却による収入 
  無形固定資産の取得による支出 
  投資有価証券の取得による支出 
  投資有価証券の売却による収入 
  短期貸付金の純増減額（増加：△） 
  長期貸付金の回収による収入 
  敷金・保証金の取得による支出 
  敷金・保証金の払戻しによる収入 
  その他 

  
△282,364

  21,259
△13,342
△21,913

119
  210

  1,270
△306

  631
  1,029

  投資活動によるキャッシュ・フロー △293,406

Ⅲ．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（減少：△） 
  長期借入れによる収入 
  長期借入金の返済による支出 
  配当金の支払額 
  自己株式取得による支出 

  
  400,000
  500,000

△1,135,425
△34,395

△219

  財務活動によるキャッシュ・フロー △270,040

Ⅳ．現金及び現金同等物の増減額(減少：△) △108,049

Ⅴ．現金及び現金同等物の期首残高    684,162

Ⅵ．現金及び現金同等物の四半期末残高   576,112
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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） 

 

情報サービス
事業 

(千円) 

物流事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は全社

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益 

  売上高 

 

 

 

 

 (1)外部顧客に 
 対する売上高 

4,597,752 2,939,355 7,537,108 － 7,537,108 

 (2)セグメント間の 
 内部売上高又は 
 振替高 

－  － － － －  

計 4,597,752 2,939,355 7,537,108 － 7,537,108 

営 業 費 用 4,222,003 2,751,236 6,973,240 296,928 7,270,169 

営 業 利 益 375,749 188,118 563,867 (296,928) 266,939 

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２．各事業の主な内容 

     (1)情報サービス事業……情報サービス部門 

     (2)物流事業………………陸運、海運、倉庫及び海運に付随する骨材販売の商事部門 
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