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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 65,451 ― 2,654 ― 2,786 ― 1,618 ―
20年3月期第3四半期 65,315 4.3 3,524 △4.4 3,662 △0.2 2,149 2.2

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 24.70 23.39
20年3月期第3四半期 32.26 30.58

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 88,843 35,075 38.3 521.82
20年3月期 90,227 35,521 38.1 522.67

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  33,993百万円 20年3月期  34,403百万円

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 ― 4.00 ― 4.50 8.50
21年3月期 ― 4.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 4.50 8.50

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  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 83,000 △4.0 2,200 △45.1 2,400 △41.3 1,400 △39.3 21.36

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．平成20年11月10日に公表いたしました通期の連結および個別業績予想を修正しております。詳細については、本日（平成21年２月10日）公表の「業績予想の修正に
関するお知らせ」をご覧ください。 
２．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およ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異なる可能性があります。 
  なお、連結業績予想の適切な利用に関する説明については、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）および「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  67,142,417株 20年3月期  67,142,417株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,996,912株 20年3月期  1,319,830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  65,543,906株 20年3月期第3四半期  66,620,572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３四半期累計期間のわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融市

場の混乱が世界同時株安や円高の進行、そして世界経済の急速な減速などを引き起こし、実体

経済に大きく影響を及ぼしています。物流業界においても、この影響が顕著に現れ、第２四半

期後半以降、国内消費低迷、景気の後退による荷主企業の在庫調整、生産調整が一気にすすみ、

荷動きの停滞、輸出入貨物の大幅な落ち込みなど厳しい情勢に直面しております。 

このような情勢のもと、当第３四半期累計期間における当社グループの業績は、総合物流事

業において、倉庫業では、倉庫保管残高ならびに物流加工業務の取扱いは前年同期に比べ増加

しましたが、入出庫にかかる取扱量は第３四半期以降、前年同期に比べ大幅に減少し、業績は

悪化しました。港湾運送業では、第３四半期以降、全般的に急速に取扱いが減少し、厳しい業

績となりました。陸上運送業では、環境に優しい物流として取り組んでいるバルクコンテナ輸

送の取扱いは堅調に推移しましたが、トラック輸送量が第３四半期以降減少した結果、厳しい

業績となりました。国際複合輸送業では、海上貨物ならびに航空貨物の取扱量がともに大幅に

減少したため、前年同期に比べ、大幅な減収となりました。このような状況により、総合物流

事業全体の売上は、前年同期比 0.6％増の 645 億７千５百万円となりました。 

その他の事業については、依然として厳しい環境下でありましたが、業務の効率化や収支改

善に努めました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間の連結売上高は、第２四半期までの業績が比較的堅調に

推移したため前年同期比 0.2％増の 654 億５千１百万円となりました。連結経常利益は、前年

同期比 23.9％減の 27 億８千６百万円となり、連結四半期純利益は、前年同期比 24.7％減の

16 億１千８百万円となりました。 

なお、前年同期比増減率は参考として記載しております。 
 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 連結財政状態の変動状況 

総資産は、前連結会計年度末と比べ 13 億８千４百万円減少し、888 億４千３百万円とな

りました。純資産は、前連結会計年度末と比べ４億４千６百万円減少し、350 億７千５百

万円となりました。 

(2) 連結キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額８億７千６百万円、賞与引当

金の減少額５億７千８百万円などがあったものの、税金等調整前四半期純利益 27 億２千 

９百万円などにより、17 億６千４百万円の増加となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出 29 億 

３千万円などにより、32 億２千１百万円の減少となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入 90 億円などがあったもの

の、社債の償還による支出 80 億円、長期借入金の返済による支出 18 億４千７百万円など

により、16 億７千５百万円の減少となりました。 

これらの結果、現金及び現金同等物の当第３四半期末の残高は、前連結会計年度末に比

べ 31 億４千２百万円減少し、80 億円となりました。 
 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後の当社グループを取り巻く経営環境は、実体経済の急速な落ち込みに歯止めがかから

ず、国内貨物の停滞と輸出入貨物の大幅な減少など引き続き厳しい状況が予想されます。この

ような難局を乗り越えるため、当社グループでは、総力をあげて、経費削減や生産性の向上な

ど最大限の努力をしておりますが、連結業績予想の見直しを行った結果、平成 20 年 11 月 10

日「業績予想の修正に関するお知らせ」において発表いたしました、通期連結業績予想を修正

いたします。詳しくは、本日別途開示の｢業績予想の修正に関するお知らせ｣をご参照ください。
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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。 
 

(2) 簡便な会計処理およ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 
当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出については、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合理的な方法により算定しております。 
また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ

簿価切下げを行う方法を採用しております。 
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

して算定する方法を採用しております。 
③繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、か

つ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合は、前連結会計年度にお
いて使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用しております。 
④税金費用の計算 
税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利

益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見
積実効税率を乗じて計算しております。 
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

(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）およ
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たな卸資産の評価に関する会計基準の適用 
たな卸資産については、従来、主として移動平均法に基づく原価法によっておりました

が、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
平成 18 年７月５日)が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法(貸借対照
表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 
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）を適用しております。 
これによる損益に与える影響はありません。 

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より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。 
なお、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。 
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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：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 8,592 11,571

受取手形及び営業未収金 14,367 13,894

たな卸資産 98 81

その他 2,334 2,138

貸倒引当金 △19 △17

流動資産合計 25,374 27,667

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,091 15,604

土地 28,646 28,682

その他（純額） 4,297 4,289

有形固定資産合計 51,035 48,576

無形固定資産 691 736

投資その他の資産   

投資有価証券 8,994 10,645

その他 2,766 2,623

貸倒引当金 △18 △22

投資その他の資産合計 11,742 13,246

固定資産合計 63,468 62,559

資産合計 88,843 90,227

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 7,919 8,168

短期借入金 2,685 2,675

1年内返済予定の長期借入金 2,044 2,234

1年内償還予定の社債 － 8,000

1年内償還予定の新株予約権付社債 1,500 －

未払法人税等 543 355

賞与引当金 555 1,131

その他 4,439 2,692

流動負債合計 19,686 25,256

固定負債   

新株予約権付社債 － 1,500

長期借入金 21,339 14,078

再評価に係る繰延税金負債 5,280 5,281

退職給付引当金 2,336 2,746

役員退職慰労引当金 48 393

長期預り保証金 4,136 4,246

負ののれん 49 60

その他 889 1,142

固定負債合計 34,081 29,450

負債合計 53,768 54,706
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（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 8,428 8,428

資本剰余金 6,734 6,737

利益剰余金 21,098 19,978

自己株式 △891 △645

株主資本合計 35,369 34,498

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 680 1,838

土地再評価差額金 △2,018 △2,017

為替換算調整勘定 △38 83

評価・換算差額等合計 △1,375 △95

少数株主持分 1,081 1,118

純資産合計 35,075 35,521

負債純資産合計 88,843 90,227
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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：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) 

売上高 65,451

売上原価 58,397

売上総利益 7,053

販売費及び一般管理費 4,398

営業利益 2,654

営業外収益  

受取利息 36

受取配当金 127

持分法による投資利益 314

その他 77

営業外収益合計 555

営業外費用  

支払利息 300

その他 123

営業外費用合計 423

経常利益 2,786

特別利益  

固定資産処分益 25

特別利益合計 25

特別損失  

固定資産処分損 53

減損損失 17

その他 11

特別損失合計 82

税金等調整前四半期純利益 2,729

法人税等 1,054

少数株主利益 56

四半期純利益 1,618
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(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 2,729

減価償却費 2,210

賞与引当金の増減額（△は減少） △578

退職給付引当金の増減額（△は減少） △409

前払年金費用の増減額（△は増加） △112

受取利息及び受取配当金 △163

支払利息 300

売上債権の増減額（△は増加） △463

仕入債務の増減額（△は減少） △524

未払消費税等の増減額（△は減少） 106

その他 △488

小計 2,606

利息及び配当金の受取額 288

利息の支払額 △252

法人税等の支払額 △876

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,764

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 △288

定期預金の払戻による収入 74

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,930

その他 △77

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,221

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） 10

長期借入れによる収入 9,000

長期借入金の返済による支出 △1,847

社債の償還による支出 △8,000

自己株式の取得による支出 △260

配当金の支払額 △558

その他 △20

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,675

現金及び現金同等物に係る換算差額 △79

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,211

現金及び現金同等物の期首残高 11,142

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 68

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,000
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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）および「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） 

(1) 前四半期連結損益計算書 

 （単位：百万円） 

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 売上高 65,315

Ⅱ 

 

売上原価 

売上総利益 

57,385

7,930

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,405

 営業利益 3,524

Ⅳ 

 

 

 

 

営業外収益 

１ 受取利息 

２ 受取配当金 

３ 持分法による投資利益 

４ その他 

500

52

111

249

86

Ⅴ 

 

 

営業外費用 

１ 支払利息 

２ その他 

362

327

34

 経常利益 3,662

Ⅵ 

 

 

特別利益 

１ 固定資産処分益 

２ その他 

18

18

0

Ⅶ 

 

 

 

特別損失 

１ 固定資産処分損 

２ 関係会社株式評価損 

３ その他 

49

37

12

0

 税金等調整前四半期純利益 3,631

 法人税等 1,392

 少数株主利益 89

 四半期純利益 2,149
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(2) 前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 （単位：百万円） 

 

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） 

区   分 金   額 

Ⅰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

１ 税金等調整前四半期純利益 

２ 減価償却費 

３ 賞与引当金の増減額(△は減少) 

４ 退職給付引当金の増減額(△は減少)

５ 前払年金費用の増減額(△は増加)

６ 受取利息及び受取配当金 

７ 支払利息 

８ 売上債権の増減額(△は増加) 

９ 仕入債務の増減額(△は減少) 

10 未払消費税等の増減額(△は減少)

11 その他 

3,631

2,171

△570

△801

△307

△163

327

△1,074

373

△119

△538

 小計 2,928

 12 利息及び配当金の受取額 

13 利息の支払額 

14 法人税等の支払額 

200

△245

△1,099

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,784

Ⅱ 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

１ 定期預金の預入による支出 

２ 定期預金の払戻による収入 

３ 有形及び無形固定資産の取得による支出

４ その他 

△246

616

△2,802

△32

 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,464

Ⅲ 

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

１ 短期借入金の純増減額(△は減少)

２ 長期借入金の返済による支出 

３ 自己株式の取得による支出 

４ 配当金の支払額 

５ その他 

△20

△729

△302

△566

△4

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,622

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 24

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △2,278

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 12,946

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 10,667
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