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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）

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 40,991 ― 1,261 ― 1,254 ― 667 ―
20年3月期第3四半期 42,529 1.1 1,678 29.8 1,633 29.4 756 19.8

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 23.09 ―
20年3月期第3四半期 26.16 ―

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 40,819 16,808 40.7 575.36
20年3月期 43,706 16,744 37.9 573.48

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  16,626百万円 20年3月期  16,573百万円

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 ― 3.50 7.00
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  有   

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 54,500 △4.3 1,500 △35.8 1,500 △33.8 780 △26.6 26.99

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  無  

(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、その他の特記事項 
１．上記の予想は、本資料の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、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があり
ます。なお、上記予想に関する事項は、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  28,965,449株 20年3月期  28,965,449株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  68,303株 20年3月期  66,044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  28,898,461株 20年3月期第3四半期  28,900,383株



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に端を発した

世界的な金融危機が実体経済にも影響を及ぼし、自動車、電機、機械などあらゆる産業において、

輸出の減少等に伴う生産調整や設備投資の抑制が進み、さらには雇用不安の高まりから個人消費も

落ち込む等、景気の悪化が鮮明となりました。 

運輸業界におきましては、国内貨物輸送量の減少傾向、燃油価格の高騰、人件費の上昇、業者間

競争の激化等に景気悪化の影響が加わり、経営環境はさらに厳しさを増しました。 

このような状況下にあって、当社グループは、中期経営計画に基づき、安定して利益を確保する

とともに、成長戦略の強化を図るべく、総力をあげて取り組んでまいりました。 

一般貨物輸送・倉庫部門におきましては、国内貨物輸送量の減少傾向と主要荷主の減産等の影響

を受けて荷動きが低調に推移したことにより、営業収益は前年同期に比べ5.0％の減収となりまし

た。 

液体輸送部門は、ガソリン等石油製品の消費の減退により引き続き輸送量は減少しましたが、期

前半に燃油費上昇分を一部運賃に反映できたこと等により、営業収益はほぼ前年同期並となりまし

た。 

国際輸送部門は、期後半の海外需要の減少と急激な円高の影響により輸出量が激減し、営業収益

は前年同期に比べ7.1％の減収となりました。 

鉄道利用運送部門は、主力のコンテナ輸送において輸送量は期前半は増加したものの、期後半に

おいて徐々に減少へと転じ、営業収益は前年同期に比べ1.5％の減収となりました。 

この結果、営業収益は、409億9千1百万円と前年同期に比べ3.6％の減収となりました。経常利益

は、営業収益の減少の影響を受けて12億5千4百万円と前年同期に比べ23.2％の減益となり、四半期

純利益は、6億6千7百万円と前年同期に比べ11.7％の減益となりました。 

  

当第３四半期累計期間の部門別の営業収益は次のとおりです。  

（注）１．その他の事業はビル賃貸、保険代理店等であります。 

   ２．営業収益には消費税等は含まれておりません。 

  

 なお、前年同期比は参考として記載しております。  

区分 部門 営業収益（百万円） 前年同期比（％） 

物流事業 

一般貨物輸送・倉庫 20,655 95.0 

液体輸送 14,079 99.2 

国際輸送 3,446 92.9 

鉄道利用運送 2,476 98.5 

その他の事業 333 88.5 

合    計 40,991 96.4 



２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況）  

当第３四半期末の総資産は408億1千9百万円となり、前連結会計年度末(以下「前期末」という。)

に比べ28億8千7百万円減少しました。 

このうち、流動資産は108億2千7百万円となり、27億1千8百万円減少しました。この主な要因は、

現金及び預金の減少11億6千1百万円、受取手形及び営業未収入金の減少14億7千3百万円でありま

す。また、固定資産は299億9千2百万円となり、1億6千9百万円減少しました。この主な要因は、設

備投資等による有形固定資産の増加3億6千7百万円、投資有価証券の時価の下落等による投資その他

の資産の減少5億5千万円であります。 

当第３四半期末の負債合計は240億1千1百万円となり、前期末に比べ29億5千万円減少しました。 

このうち、流動負債は153億3千8百万円となり、13億3千3百万円減少しました。この主な要因は、

支払手形及び営業未払金の減少6億1千9百万円、未払法人税等の中間納付による減少4億9千9百万円

であります。また、固定負債は86億7千3百万円となり、16億1千7百万円減少しました。この主な要

因は、長期借入金の減少16億6千4百万円であります。 

当第３四半期末の純資産合計は168億8百万円となり、前期末に比べ6千3百万円増加しました。こ

の主な要因は、当四半期純利益6億6千7百万円の計上による増加、配当金の支払いによる減少2億2百

万円及びその他有価証券評価差額金の減少4億9百万円であります。この結果、自己資本比率は前期

末の37.9%から40.7%となりました。  

（キャッシュ・フローの状況） 

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、前期末に比べ11億6千

1百万円減少し、30億4千5百万円となりました。 

（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、18億6千1百万円となりました。この主な要因は、税金等調整

前四半期純利益12億2千7百万円、売上債権の回収14億6千5百万円による増加及び法人税等の支払

による支出9億3千3百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、11億5千1百万円となりました。この主な要因は、有形・無形

固定資産の取得による支出13億6千3百万円であります。 

（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、18億7千1百万円となりました。この主な要因は、借入金の返

済による支出16億6千7百万円であります。 

  



当社の第２四半期連結累計期間までの業績は、燃油費の負担増等はあるものの、営業収益はほぼ

前年同期並を確保していましたが、第３四半期に入り、世界的な景気悪化に伴う内外需要の減少に

より、国内の一般貨物輸送及び国際物流を中心に輸送量の急激な減少に見舞われました。 

第４四半期の経営環境については、まだ不透明な点がありますが、製造業の減産や雇用調整が本

格化し、個人消費にも影響がでるなど、一層悪化する懸念があります。当社は、荷主の物流効率化

のニーズに対応して総合的な物流合理化策を提案するなど、積極的な営業活動による貨物量の確保

と固定費の削減等に取組んでまいりますが、営業収益の減少は避けられず、通期の業績は次のとお

り減収・減益になると予想しております。 

  

  

 （注）上記の予想は、本資料の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、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。  

  

  

（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。  

（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 

 該当事項はありません。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  今回予想 10月29日予想 増減 

金額（百万円） 前期比（％） 金額（百万円） 百万円（％） 

営業収益 54,500 95.7 56,900 △2,400（△ 4.2）

営業利益 1,500 64.2 2,000 △500（△25.0）

経常利益 1,500 66.2 2,000 △500（△25.0）

当期純利益 780 73.4 1,050 △270（△25.7）

４．その他 

（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第１四半期連結会計期間から「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）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 



③所有権移転外ファイナンス・リース取引については、「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日

改正））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

（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））

が平成20年４月１日以後に開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用するこ

とができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適

用しております。 

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。 

これによる損益に与える影響はありません。 

  



５.【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

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 3,079 4,241

受取手形及び営業未収入金 6,973 8,447

有価証券 30 30

原材料及び貯蔵品 39 27

その他 719 821

貸倒引当金 △15 △23

流動資産合計 10,827 13,545

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,887 7,117

土地 16,952 16,952

その他（純額） 2,485 1,887

有形固定資産合計 26,324 25,957

無形固定資産 229 215

投資その他の資産   

投資有価証券 1,694 2,430

その他 1,892 1,696

貸倒引当金 △149 △138

投資その他の資産合計 3,437 3,988

固定資産合計 29,992 30,161

資産合計 40,819 43,706

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 4,526 5,146

短期借入金 7,821 7,824

未払法人税等 124 623

賞与引当金 316 662

その他 2,549 2,413

流動負債合計 15,338 16,671

固定負債   

長期借入金 2,251 3,915

再評価に係る繰延税金負債 3,458 3,458

退職給付引当金 2,741 2,662

役員退職慰労引当金 100 123

その他 121 130

固定負債合計 8,673 10,290

負債合計 24,011 26,962



（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,559 3,559

資本剰余金 3,077 3,077

利益剰余金 6,954 6,489

自己株式 △19 △18

株主資本合計 13,572 13,107

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 154 564

繰延ヘッジ損益 △12 △10

土地再評価差額金 2,911 2,911

評価・換算差額等合計 3,053 3,465

少数株主持分 181 171

純資産合計 16,808 16,744

負債純資産合計 40,819 43,706



（２）【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

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 40,991

営業原価 37,914

営業総利益 3,077

販売費及び一般管理費 1,815

営業利益 1,261

営業外収益  

受取利息 9

受取配当金 60

その他 70

営業外収益合計 139

営業外費用  

支払利息 135

その他 11

営業外費用合計 147

経常利益 1,254

特別利益  

固定資産売却益 41

貸倒引当金戻入額 10

ゴルフ会員権売却益 6

その他 1

特別利益合計 59

特別損失  

固定資産除売却損 18

貸倒引当金繰入額 20

投資有価証券評価損 37

関係会社株式評価損 10

その他 0

特別損失合計 87

税金等調整前四半期純利益 1,227

法人税、住民税及び事業税 388

法人税等調整額 159

法人税等合計 547

少数株主利益 11

四半期純利益 667



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

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 1,227

減価償却費 1,029

退職給付引当金の増減額（△は減少） 78

賞与引当金の増減額（△は減少） △346

売上債権の増減額（△は増加） 1,465

仕入債務の増減額（△は減少） △815

その他 228

小計 2,867

利息及び配当金の受取額 69

利息の支払額 △141

法人税等の支払額 △933

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,861

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,363

有形及び無形固定資産の売却による収入 131

投資有価証券の取得による支出 △16

投資有価証券の売却による収入 31

その他の支出 △18

その他の収入 83

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,151

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 300

短期借入金の返済による支出 △1,738

長期借入れによる収入 643

長期借入金の返済による支出 △872

自己株式の売却による収入 0

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △202

少数株主への配当金の支払額 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,871

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,161

現金及び現金同等物の期首残高 4,206

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,045



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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

  

（５）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」  

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 営業収益  42,529

Ⅱ 営業原価  39,106

営業総利益  3,422

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,744

営業利益  1,678

Ⅳ 営業外収益  132

Ⅴ 営業外費用  177

経常利益  1,633

Ⅵ 特別利益  55

Ⅶ 特別損益  74

税金等調整前四半期純利益   1,614

税金費用  849

少数株主利益  8

四半期純利益  756


	㈱丸運（9067）平成21年３月期　第３四半期決算短信: ㈱丸運（9067）平成21年３月期　第３四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -


