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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 8,592 ― 508 ― 560 ― 331 ―
20年3月期第3四半期 10,178 △0.4 647 195.8 611 230.6 337 673.3

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 31.95 ―
20年3月期第3四半期 32.54 ―

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 11,396 7,605 66.7 733.81
20年3月期 11,636 7,562 65.0 728.85

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  7,605百万円 20年3月期  7,562百万円

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 ― ― ― 10.50 10.50
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 10.50 10.50

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   

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 11,700 △11.7 520 △21.3 570 2.3 340 25.8 32.81

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． 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もと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。 
     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参照願います。 
  ２． 当連結会計年度より「四半期連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期連結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。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  10,545,133株 20年3月期  10,545,133株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  181,147株 20年3月期  169,856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  10,371,814株 20年3月期第3四半期  10,385,396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

（１）業績の状況

わが国経済は、平成１９年末頃から後退局面入りしていましたが、昨年前半での原材料価格高騰、円高の急進にと

もなう輸出の減少などによって企業収益は落ち込みに向かいました。折から９月の米国リーマン・ブラザース破綻に

端を発する金融危機が世界を襲い、先進国・新興国を問わず世界の実体経済は同時不況に陥り、今後長期化する懸念

が高まっております。日本経済は、輸出の大幅減少が基点となり、また雇用・所得環境の悪化や資産価格下落による

逆資産効果が個人消費に悪影響をおよぼして、マイナス成長に陥るとみられており、わが国企業の景況感は大幅に悪

化しております。

当社グループの属する物流業界は、基調といたしましては依然、顧客の物流コスト圧縮の要請と業者間の過当競争

による料金低下に起因する収益力の弱さから脱却できない状況が続いております。その中で、顧客におきましては製

造業、非製造業ともに収益環境が悪化しており、また海外経済の減速を背景として輸出は伸び悩んで、総じて生産や

販売の数量が減退するなど、物流業界にとっての経営環境は厳しさを増しております。

    こうした状況の中で、当社グループは「グループ経営の強化」を重要課題に掲げ、グループ各社がそれぞれの事業

分野や地域において競争力を高め、収益力向上を果たすことを目指し、また不採算事業を思い切って見直して、効率

化に努めてまいりました。

  　当第３四半期連結累計期間の連結業績につきまして、主力の国内物流事業の営業収益において、特定顧客の業務縮

小と音楽映像分野のメーカー商品業務において取扱数量が当初計画を下回ったほか、総じて物量が伸び悩んだことに

よって前年同期対比大幅な減少を余儀なくされました。国際物流事業の営業収益においては、シンガポール現地法人

の事業停止（平成20年8月）にともなう減収もあって、輸出物流、輸入物流とも前年同期対比減少し、この結果当社グ

ループの営業収益は85億92百万円の計上に止まりました。

　　営業費用においては、これまで進めてきた作業部門における運営体制改善や業務量に応じた人員投入と作業効率向

上の徹底、運送事業分野での不採算業務の効率化などのコスト改善を強力に推進したことに加え、パレット管理業務

を自社運営に切替えたことにともなう同事業実施子会社の事業停止（平成20年3月末）や品川営業所賃借終了（平成20

年5月末）などの合理化に努めました。この結果、当社グループの営業利益は、特定顧客の一時的集中業務による利益

が確保された前年同期より減少したものの、５億８百万円となり、また営業外収益に受取配当金74百万円を計上した

ことや、支払利息の軽減等があり、経常利益は５億60百万円となりました。

特別損益においては、特別利益に投資有価証券売却益33百万円等を計上し、特別損失ではシンガポール現地法人の

事業停止にともなう清算諸費用24百万円等を計上して、税金等調整前四半期純利益は５億79百万円となりました。

以上の結果、当社グループの四半期純利益は３億31百万円となりました。

 

（２）事業部門別営業収益の状況

当社グループでは、国際－国内物流を一貫しての輸出品に関するすべての物流収入を輸出物流部門とし、国内での

保管・配送を含む輸入品に関するすべての物流収入を輸入物流部門、国内生産品の国内での物流業務の収入を国内物

流部門として、それぞれ営業収益を計上しております。

輸出物流部門の営業収益は、シンガポール現地法人の事業停止にともなう減収のほか、米国向け輸出や香港などア

ジア向け輸出が減少したことで、５億３百万円となりました。

輸入物流部門につきましては、輸入貨物を取扱う主要顧客の業務量の伸びがみられず、23億11百万円となりました。

国内物流部門におきましては、特定顧客の機械工具類取扱業務が大きく減少したほか、主力とする音楽映像分野に

おいて、情報配信拡大等によって音楽産業全体の市場規模が縮小傾向にあり、メーカー商品取扱数量が伸び悩んだこ

と、各顧客の国内業務において総じて物量が計画を下回ったことなどから、国内物流部門の営業収益は、57億52百万

円となりました。　
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２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）財政状態の分析

①資産

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ２億39百万円（△2.1％）減少し、113億96百万

円となりました。

この主な要因は、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が１億27百万円増加、有形固定資産の取得による増加が

あるものの減価償却によって有形固定資産の合計が１億21百万円減少、投資有価証券が株価の下落および一部売却に

よって１億93百万円減少、投資その他の資産のその他項目で、賃借倉庫の返却による差入長期保証金の回収などによっ

て61百万円減少したことによるものであります。

②負債

　当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ２億82百万円（△6.9％）減少し、37億91百万円と

なりました。

この主な要因は、前連結会計年度末に比べ、支払手形及び営業未払金が営業収益減少を反映して営業原価が減少し

たことによって１億73百万円減少、一年内償還予定の社債が一部償還によって１億10百万円減少、短期借入金が長期

借入金の一年以内に返済予定の額が振替表示されたこと等によって２億74百万円増加、未払法人税等が１億29百万円

増加、賞与引当金が引当期間の相違によって66百万円減少、流動負債のその他項目が66百万円減少、さらに長期借入

金が一年以内に返済予定の額が短期借入金に振替表示されたことによって２億76百万円減少したことによるものであ

ります。

③純資産

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ43百万円（0.6％）増加し、76億５百万円となり

ました。

この主な要因は、前連結会計年度末に比べ、利益剰余金が四半期純利益（累計）および前期剰余金処分にともなう

期末配当金の支払ならびに連結子会社減少による減少によって１億58百万円増加したほか、その他有価証券評価差額

金が株価の下落によって95百万円減少したことによるものであります。

 

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結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、営業活動によるキャッシュ・

フローが５億49百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローが１億22百万円の減少、財務活動によるキャッ

シュ・フローが２億33百万円の減少となり、現金及び現金同等物に係る換算差額および連結子会社減少にともなう現

金及び現金同等物の減少額を調整し、当第３四半期連結会計期間末には、24億16百万円となりました。

　その結果、当第３四半期連結会計期間末の資金残高は、前連結会計年度末より１億10百万円の増加となりました。

　当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果獲得された資金は、５億49百万円の増加となりました。

　この主な要因は、税金等調整前四半期純利益の資金増５億79百万円、減価償却費の資金増２億69百万円、賞与引当

金の減少による資金減66百万円、仕入債務の減少による資金減１億73百万円のほか、法人税等の支払による資金減59

百万円があったこと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）

　投資活動の結果支出された資金は、１億22百万円の減少となりました。

　この主な要因は、投資有価証券売却による資金増73百万円、有形固定資産の取得による資金減２億11百万円、その

他の収入項目に長期保証金の回収による資金増72百万円、その他の支出項目にソフトウエアの購入による資金減52百

万円があったこと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）

財務活動の結果支出された資金は、２億33百万円の減少となりました。

この主な要因は、長・短期借入金の収入と支出の純額２百万円の資金減、社債の一部償還による資金減１億20百万

円および配当金の支払額１億８百万円があったことによるものであります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　通期の業績予想につきましては、平成２０年１１月７日に開示しました「平成２１年３月期　第２四半期決算短

信」に記載のとおりであり、現時点で業績予想の修正はありません。

 

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、特定子会社のほかに、エイワパレット株式会社は、平成20年３月31日をもって、事業を休止したことから、

第１四半期連結会計期間の期首において、連結の範囲から除外しております。　

（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

①たな卸資産の評価方法

実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地たな卸高を基礎として、簡便な合理的な方法によって算出してお

ります。

②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固定資産については、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しておりま

す。

③一般債権の貸倒見積高の算定方法

前連結会計年度において適用した貸倒実績率によっております。

（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第１四半期連結会計期間より「四半期連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期

連結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）を適用し、評価基準

を最終仕入原価法から最終仕入原価法（収益の低下による簿価引下げの方法）に変更しております。

これにより、損益に与える影響は軽微であります。

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実

務対応報告第18号平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正をおこなっております。

これにより、損益に与える影響は軽微であります。

④リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、「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））および「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できることとなったことにともない、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、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移

転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用しております。また、リース取引開始日が適用初年度開始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続き採用しております。

これにより、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 2,442,912 2,315,687

受取手形及び売掛金 1,452,786 1,446,666

貯蔵品 12,934 11,155

前払費用 71,397 70,076

繰延税金資産 60,376 106,328

その他 230,652 284,815

貸倒引当金 △5,619 △5,639

流動資産合計 4,265,440 4,229,090

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,913,537 7,901,213

減価償却累計額 △5,090,114 △4,946,141

建物及び構築物（純額） 2,823,423 2,955,072

機械装置及び運搬具 2,143,501 2,175,283

減価償却累計額 △1,934,634 △1,924,445

機械装置及び運搬具（純額） 208,867 250,838

土地 2,310,974 2,310,974

その他 375,302 341,243

減価償却累計額 △261,100 △279,547

その他（純額） 114,201 61,696

有形固定資産合計 5,457,467 5,578,581

無形固定資産   

借地権 449,043 449,043

その他 88,221 48,083

無形固定資産合計 537,265 497,127

投資その他の資産   

投資有価証券 573,966 767,872

繰延税金資産 254,961 193,020

その他 326,561 387,652

貸倒引当金 △18,941 △17,146

投資その他の資産合計 1,136,548 1,331,400

固定資産合計 7,131,280 7,407,108

資産合計 11,396,721 11,636,199



（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   

支払手形及び営業未払金 568,200 741,889

1年内償還予定の社債 20,000 130,000

短期借入金 892,800 618,800

未払費用 193,017 163,459

未払法人税等 176,659 47,311

賞与引当金 46,001 112,539

役員賞与引当金 16,500 25,500

その他 97,005 163,341

流動負債合計 2,010,184 2,002,841

固定負債   

社債 770,000 780,000

長期借入金 328,200 605,050

退職給付引当金 554,950 558,503

役員退職慰労引当金 116,125 115,687

その他 12,107 12,107

固定負債合計 1,781,383 2,071,348

負債合計 3,791,567 4,074,190

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,133,280 2,133,280

資本剰余金 2,170,568 2,170,568

利益剰余金 3,335,894 3,177,427

自己株式 △63,317 △60,772

株主資本合計 7,576,426 7,420,504

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 35,197 131,122

為替換算調整勘定 △6,470 10,381

評価・換算差額等合計 28,726 141,504

純資産合計 7,605,153 7,562,009

負債純資産合計 11,396,721 11,636,199



（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 8,592,539

営業原価 7,280,357

営業総利益 1,312,181

販売費及び一般管理費 803,373

営業利益 508,807

営業外収益  

受取利息 3,647

受取配当金 74,883

その他 10,449

営業外収益合計 88,980

営業外費用  

支払利息 30,021

支払補償費 5,586

その他 1,286

営業外費用合計 36,894

経常利益 560,893

特別利益  

固定資産売却益 2,748

投資有価証券売却益 33,002

役員退職慰労引当金戻入額 8,800

特別利益合計 44,551

特別損失  

固定資産除売却損 639

投資有価証券評価損 1,480

子会社清算損 24,068

特別損失合計 26,187

税金等調整前四半期純利益 579,256

法人税、住民税及び事業税 197,994

法人税等調整額 49,849

法人税等合計 247,844

四半期純利益 331,412



（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 579,256

減価償却費 269,005

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,773

賞与引当金の増減額（△は減少） △66,537

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,552

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 437

受取利息及び受取配当金 △78,531

支払利息 30,021

固定資産除売却損益（△は益） △2,470

投資有価証券売却損益（△は益） △32,713

投資有価証券評価損益（△は益） 1,480

売上債権の増減額（△は増加） △6,119

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,778

仕入債務の増減額（△は減少） △173,689

未払消費税等の増減額（△は減少） △14,380

その他 62,368

小計 555,570

利息及び配当金の受取額 78,531

利息の支払額 △25,665

法人税等の支払額 △59,250

営業活動によるキャッシュ・フロー 549,185

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 △29,000

定期預金の払戻による収入 12,000

有形固定資産の取得による支出 △211,890

有形固定資産の売却による収入 14,880

投資有価証券の売却による収入 73,350

出資金の回収による収入 205

貸付けによる支出 △2,720

貸付金の回収による収入 760

その他の支出 △52,278

その他の収入 72,137

投資活動によるキャッシュ・フロー △122,553

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 1,040,000

短期借入金の返済による支出 △981,000

長期借入金の返済による支出 △61,850

社債の償還による支出 △120,000

自己株式の取得による支出 △2,545

配当金の支払額 △108,340

財務活動によるキャッシュ・フロー △233,735

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16,852

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 176,042

現金及び現金同等物の期首残高 2,306,687

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △65,818

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,416,912



　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。
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「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（千円）

Ⅰ　営業収益 10,178,135

Ⅱ　営業原価 8,649,343

営業総利益 1,528,791

Ⅲ　販売費及び一般管理費 880,892

営業利益 647,898

Ⅳ　営業外収益  

　１．受取利息及び配当金 17,446

　２．その他 23,587

　合　　計 41,033

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息　 43,237

２．その他　 34,584

合　　計　 77,822

経常利益 611,110

Ⅵ　特別利益  

１．固定資産売却益　 8,034

　２．役員退職慰労引当金戻入益 4,365

　合　　計 12,399

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産売却除却損　 9,925

２．役員特別退職慰労金　 18,000

３．特別退職金　 3,120

４．保険積立金解約損　 7,902

　合　　計 38,948

税金等調整前四半期純利益 584,561

法人税、住民税及び事業税 25,462

法人税等調整額 221,187

四半期純利益 337,911

－ 2 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

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  

　税金等調整前四半期純利益 584,561

　減価償却費 244,565

　売上債権の増減額（△は増加） △75,567

　たな卸資産の増減額（△は増加） △2,310

　仕入債務の増減額（△は減少） △41,938

　役員退職慰労引当金 18,000

　保険積立金解約損 7,902

　その他の増減額 △508,599

小計 226,613

　利息及び配当金の受取額 17,446

　利息の支払額 △57,175

　法人税等の支払額 60,035

　役員退職慰労引当金の支払額 △18,000

営業活動によるキャッシュ・フロー 228,919

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 △103,962

　有形固定資産の売却による収入 15,195

　保険積立金の解約による収入 231,092

　その他の増減額 37,775

投資活動によるキャッシュ・フロー 180,100

Ⅲ　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　 1,320,000

短期借入金の返済による支出　 △1,279,000

長期借入れによる収入　 100,000

　長期借入金の返済による支出 △189,550

　社債の発行による収入 500,000

　社債の償還による支出 △610,000

　配当金の支払額 △108,574

　その他の増減額 △16,187

財務活動によるキャッシュ・フロー △283,312

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,515

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 123,192

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,932,302

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 2,055,494

－ 3 －
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