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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 30,501 ― 418 ― 309 ― 120 ―

20年3月期第3四半期 30,587 0.7 350 △36.7 327 △32.4 424 130.5

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 8.80 ―

20年3月期第3四半期 30.59 ―

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 26,073 6,692 25.5 493.57
20年3月期 25,998 6,963 26.6 497.86

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  6,637百万円 20年3月期  6,907百万円

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 ― ― ― 6.00 6.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 6.00 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  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 41,100 2.5 740 72.9 550 45.5 200 42.8 14.42

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２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照下さい。  

(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、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。 
   世界経済・競合状況・為替・金利の変動等にかかわるリスクや不安定要因により実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。なお、業績予 
   想に関する事項は、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参照下さい。 
 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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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 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  14,021,363株 20年3月期  14,021,363株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  573,376株 20年3月期  147,058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  13,703,915株 20年3月期第3四半期  13,877,690株



当第３四半期におけるわが国経済は、米国金融市場の混乱を契機とする国際経済の急激な悪化と、それに伴う著し

い円高の進行によって製造業を中心に大きな打撃を蒙り、戦後稀に見る急速な景気後退局面を迎えました。 

 このような状況下、当第３四半期累計期間の業績は、売上高についてはＪＲコンテナ部門の取扱いが堅調に推移し

たものの、倉庫部門の取扱い減少による落ち込みの影響等により前年同期より８千５百万円減（△0.3％）の305億１

百万円となりました。利益面では、技能系職員の不補充や外部委託業務のグループ内製化の推進、一般管理費の支出

削減等に積極的に取り組んだことで、営業利益は前年同期より６千７百万円増（19.2％）の４億１千８百万円、経常

利益は、前年の営業外収益に子会社株式追加取得による負ののれん償却５千７百万円があった影響で、前年同期より

１千８百万円減（△5.6％）の３億９百万円、四半期純利益は、前年は土地の売却益10億２百万円がありましたが本

年はなかったため、３億４百万円減（△71.6％）の１億２千万円となりました。 

 尚、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。 

  

当第３四半期における総資産は、営業未収入金の減少があったものの、現金預金の増加や投資有価証券の取得等に

より前連結会計年度末より７千４百万円増加し260億７千３百万円となりました。 

 負債は、長期借入金の返済や納税による未払法人税等の減少があったものの、短期借入金の増加等により前連結会

計年度末より３億４千５百万円増加し193億８千万円となりました。 

 純資産は、自己株式の取得や株価下落で有価証券評価差額金が減少したことにより、前連結会計年度末より２億７

千万円減少し66億９千２百万円となりました。この結果、自己資本比率は25.5％となりました。 

  

当第３四半期連結累計期間の業績は、厳しい経営環境の中、概ね予想通りに推移しました。しかしながら、国内生

産の低迷と雇用の悪化から国内消費が冷え込む中、輸送需要は確実に落ち込み、経営環境はますます厳しくなるもの

と予想されます。 

 このような状況下において、当社グループは「スリム＆ストロング＆スピード」のスローガンのもと、強力に効率

化を推進すると同時に、多様化する顧客ニーズに迅速に対応することによって利益確保を図ってまいります。具体的

には、不採算事業の抜本的改革、外部委託費用の削減と品質向上を目的としたグループ内製化の推進、本州地区の営

業強化及び女性スタッフ登用による「さくらスマイル引越隊」の展開などにより、期初予想値の達成を目指してまい

ります。 

 従いまして、通期の業績予想につきましては、平成20年５月19日発表値から変更はありません。 

  

 該当ありません。 

 該当ありません。 

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 

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 

 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。 



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 2,448,101 2,040,066

受取手形 784,800 797,426

営業未収入金 4,729,242 5,359,228

たな卸資産 44,645 45,643

繰延税金資産 59,134 144,221

その他 1,001,455 944,752

貸倒引当金 △13,516 △15,909

流動資産合計 9,053,863 9,315,428

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,526,807 4,662,576

土地 6,140,529 6,140,529

その他（純額） 2,241,791 2,094,554

有形固定資産合計 12,909,129 12,897,661

無形固定資産   

のれん 96,132 137,332

その他 187,780 198,151

無形固定資産合計 283,913 335,483

投資その他の資産   

投資有価証券 1,297,376 1,050,828

繰延税金資産 462,157 300,082

差入保証金 1,466,174 1,492,860

その他 667,668 667,294

貸倒引当金 △68,893 △63,579

投資その他の資産合計 3,824,483 3,447,486

固定資産合計 17,017,525 16,680,631

繰延資産   

創立費 1,750 2,800

繰延資産合計 1,750 2,800

資産合計 26,073,139 25,998,859



（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 1,261,931 1,170,247

営業未払金 4,049,500 4,039,344

短期借入金 7,589,835 6,516,764

未払法人税等 23,205 318,370

賞与引当金 24,139 245,054

役員賞与引当金 － 32,820

その他 1,554,785 1,267,649

流動負債合計 14,503,398 13,590,251

固定負債   

社債 300,000 300,000

長期借入金 3,558,358 4,081,643

繰延税金負債 94,209 85,538

退職給付引当金 663,310 687,354

役員退職慰労引当金 116,990 137,640

その他 144,226 152,833

固定負債合計 4,877,094 5,445,009

負債合計 19,380,493 19,035,260

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 556,843 556,843

利益剰余金 5,649,862 5,612,558

自己株式 △166,487 △50,112

株主資本合計 7,040,218 7,119,289

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △402,691 △211,811

評価・換算差額等合計 △402,691 △211,811

少数株主持分 55,119 56,119

純資産合計 6,692,646 6,963,598

負債純資産合計 26,073,139 25,998,859



（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 30,501,539

営業原価 28,928,265

営業総利益 1,573,274

販売費及び一般管理費 1,154,955

営業利益 418,318

営業外収益  

受取利息 13,490

受取配当金 19,905

寮収入 34,482

その他 95,315

営業外収益合計 163,193

営業外費用  

支払利息 129,481

寮支出 98,379

その他 44,126

営業外費用合計 271,987

経常利益 309,524

特別利益  

退職給付制度改定益 10,627

その他 362

特別利益合計 10,990

特別損失  

固定資産除売却損 6,062

投資有価証券評価損 14,520

その他 11,092

特別損失合計 31,675

税金等調整前四半期純利益 288,839

法人税、住民税及び事業税 84,626

法人税等調整額 76,017

法人税等合計 160,644

少数株主利益 7,644

四半期純利益 120,550



 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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記 

（４）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」  

前年同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（千円）

Ⅰ 営業収益  30,587,165

Ⅱ 営業原価        29,034,494

営業総利益       1,552,670

Ⅲ 販売費及び一般管理費    1,201,787

営業利益            350,882

Ⅳ 営業外収益       211,668

Ⅴ 営業外費用       234,820

経常利益       327,731

Ⅵ 特別利益       1,003,099

Ⅶ 特別損失       463,663

税金等調整前四半期純利益       867,167

法人税等       439,350

少数株主持分      3,251

四半期純利益        424,565



６．その他の情報 

該当事項はありません。 
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