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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 16,992 ― 155 ― 163 ― 70 ―

20年3月期第3四半期 16,333 △5.1 △24 ― △18 ― △429 ―

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 8.95 ―

20年3月期第3四半期 △56.42 ―

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 22,391 15,778 69.9 2,058.84
20年3月期 23,205 16,102 68.9 2,018.77

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  15,658百万円 20年3月期  15,981百万円

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 ― 6.00 10.00
21年3月期 ― 4.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 6.00 10.00

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 22,200 2.9 120 ― 130 ― 80 ― 10.23

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  

(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） 

(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．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は、業況の変化等により上記予想数値と異なる場合がありま
す。業績予想の前提となる条件等については、３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。 
 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、「四半期財務諸表規則」に従い四半期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  8,258,322株 20年3月期  8,258,322株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  652,746株 20年3月期  341,782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  7,885,251株 20年3月期第3四半期  7,611,540株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アメリカの金融危機に端を発した世界的な金融危機の深刻化

に伴う株式・為替市場の大幅な変動の影響を受け、企業業績が悪化し雇用情勢が悪化するなど、急激な景気後退の

状況となりました。 

物流業界におきましては、急激な景気後退と円高の影響を受け、輸出入貨物の荷動きが急激に落込み、さらに物

流コストの節減などの物流合理化、高品質化への要求がますます強まり、大変厳しい経営環境となりました。   

このような状況のもと、当社グループは、中期経営計画を重要課題とし、北関東地区での物流構築、輸配送業務

の強化、ベトナムにホーチミン事務所を開設するなどしてＮＶＯＣＣ（国際複合一貫輸送）業務の強化等に積極的

に取り組みました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は16,992百万円（前年同期比4.0%増）、営業利益は155百万円

（前年同期は営業損失24百万円）、経常利益は163百万円（前年同期は経常損失18百万円）、四半期純利益は70百

万円（前年同期は四半期純損失429百万円）となりました。 

  

当社グループの事業は次のとおりであります。 

総合物流業 

①倉庫業 

普通倉庫業務は、当第３四半期会計期間に入り輸入貨物の取扱いが減少しましたが、上期の食料品雑豆などの

貨物取扱量が堅調に推移したため、入出庫量、保管残高、保管高とも前年同期を上回りました。 

冷蔵倉庫業務は、依然として貨物取扱いは厳しい状況ではありますが、保管残高、保管高が前年同期を上回り

ました。 

この結果、営業収益は6,110百万円（前年同期比5.1%増）となりました。 

②港湾運送業 

港湾運送業務は、荷捌き貨物取扱いは堅調に推移しましたが、北米への輸出船積業務や船内荷役業務が当第３

四半期会計期間に入りさらに減少することとなりました。 

この結果、営業収益は1,814百万円（前年同期比2.5%減）となりました。 

③貨物運送取扱業 

貨物運送取扱業務は、冷蔵倉庫貨物の取扱いが前年同期を下回りましたが、普通貨物の取扱いが前年同期を上

回り、また、小口配送業務の取扱いが増加しました。 

この結果、営業収益は4,945百万円（前年同期比4.6%増）となりました。 

④その他の物流業 

国際業務は、ＮＶＯＣＣ業務において既存顧客との取引拡大や新規顧客の獲得により順調に推移していました

が、当第３四半期会計期間後半に入り取扱い減少傾向となりました。   

流通加工業務は、食品関連業務、コーヒー豆及び輸入豆類の選別作業は前年同期を下回りました。 

手続業務は通関業務を外部委託しておりますが、他法令関係手続が前年同期を若干上回りました。 

この結果、営業収益は4,052百万円（前年同期比4.8%増）となりました。 

  

その他事業 

パレットやコンテナ販売が堅調に推移したことにより、営業収益は69百万円（前年同期比9.3%増）となりまし

た。 

  

※前年同期比増減率及び前年同期の金額は参考として記載しております。   

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、減価償却により「有形固定資産」及び「無形固定資産」が減少したほ

か、「投資有価証券」が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ814百万円減少の22,391百万円となりま

した。 

 当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、「短期借入金」の減少等により前連結会計年度末に比べ490百万円

減少の6,612百万円となり、また、当第３四半期連結会計期間末の純資産は、「その他有価証券評価差額金」の減

少や「自己株式」の取得により前連結会計年度末に比べ323百万円減少の15,778百万円となりました。   

  

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 



（２）連結キャッシュ・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、税金等調整前四半期純利

益が152百万円となり、減価償却費、有形固定資産の取得による支出、短期借入金及び長期借入金の返済による支

出、自己株式の取得による支出等により前連結会計年度末より78百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末には

2,871百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動の結果獲得した資金は、759百万円となりました。これは主とし

て、税金等調整前四半期純利益152百万円、減価償却費747百万円、売上債権の増加額228百万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） 

 当第３四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、157百万円となりました。これは主とし

て、有形固定資産の取得による支出135百万円、無形固定資産の取得による支出47百万円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） 

 当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は、655百万円となりました。これは主とし

て、短期借入金の減少額200百万円、長期借入れによる収入700百万円、長期借入金の返済による支出935百万円、

自己株式の取得による支出140百万円によるものであります。 

  

 第３四半期以降の世界的な金融危機による急激な景気後退による輸出の低迷で、輸出業務や港湾運送業務取扱いが

減少し、第４四半期（平成21年１月～３月）の業績は、営業収益の減少による営業利益減のほか、株価低迷に伴う年

金資産の低下による退職給付費用の追加計上などの経費増加を見込んでおり、平成20年５月20日に公表いたしました

業績予想について、本日同時に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり修正いたします。 

  

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）  

※上記予想は、現時点で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

値と異なる可能性があります。 

  

 該当事項はありません。  

  

 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定する方法

によっております。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

営業収益 
（百万円） 

営業利益
（百万円） 

経常利益
（百万円） 

当期純利益
（百万円） 

１株当たり
 当期純利益（円） 

 前回発表予想（Ａ）  22,200  320  330  190  24.00

 今回発表予想（Ｂ）  22,200    120    130  80  10.23

 増減額（Ｂ－Ａ）    －    △200    △200    △110    －

 増減率（％）    －    △62.5    △60.6  △57.9  －

（ご参考）前期実績     21,583    △164    △162    △491    △63.92

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 

１．会計処理基準に関する事項の変更  

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））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、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。これによる損益に与える影

響はありません。 

 なお、リース取引開始日がリース会計基準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、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

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  

 「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」（企業会計基準委員会 平成18

年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。これによる損益に与え

る影響はありません。 

  

２．追加情報  

（有形固定資産の耐用年数の変更）  

 当社グループの機械装置については、従来、耐用年数を２年～13年としておりましたが、第１四半期連結会

計期間より２年～12年に変更しました。  

 この変更は、平成20年度の法人税法の改正により減価償却資産の耐用年数の見直しが行われたことによるも

のであります。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。  

（役員退職慰労金）  

 当社は、従来、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりました

が、平成20年６月27日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することを決定し、平

成20年６月27日開催の定時株主総会において、役員の退任時に同総会終結時までの在任期間に応じた退職慰労

金を打ち切り支給することが決議されました。この結果、役員退職慰労金制度廃止日までの期間に対応する役

員退職慰労金相当額をその他（固定負債）として計上しております。 

  



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 3,134,487 3,233,965

受取手形及び営業未収金 3,439,454 3,210,861

繰延税金資産 72,878 136,585

その他 699,597 816,452

貸倒引当金 △2,848 △1,950

流動資産合計 7,343,569 7,395,914

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,312,881 7,606,855

機械装置及び運搬具（純額） 709,199 756,150

工具、器具及び備品（純額） 115,602 144,719

土地 2,159,439 2,159,439

リース資産（純額） 28,355 －

有形固定資産合計 10,325,477 10,667,165

無形固定資産   

港湾等施設利用権 1,484,324 1,484,324

その他 1,064,294 1,258,922

無形固定資産合計 2,548,618 2,743,246

投資その他の資産   

投資有価証券 928,754 1,131,898

長期貸付金 158,848 137,401

差入保証金 937,065 976,019

繰延税金資産 52,552 53,155

その他 112,777 117,061

貸倒引当金 △16,631 △16,734

投資その他の資産合計 2,173,368 2,398,803

固定資産合計 15,047,464 15,809,215

資産合計 22,391,034 23,205,129



（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 2,120,607 2,000,310

短期借入金 851,868 1,492,862

未払法人税等 22,339 17,681

賞与引当金 96,224 273,391

役員賞与引当金 1,620 19,197

その他 496,145 386,867

流動負債合計 3,588,806 4,190,310

固定負債   

長期借入金 1,585,000 1,388,000

繰延税金負債 233,666 336,273

退職給付引当金 958,842 959,220

その他 245,745 228,831

固定負債合計 3,023,254 2,912,326

負債合計 6,612,061 7,102,636

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,108,000 2,108,000

資本剰余金 1,862,230 1,862,230

利益剰余金 12,225,802 12,234,390

自己株式 △585,371 △444,965

株主資本合計 15,610,661 15,759,655

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 99,055 222,529

為替換算調整勘定 △51,040 △492

評価・換算差額等合計 48,015 222,037

少数株主持分 120,295 120,800

純資産合計 15,778,972 16,102,493

負債純資産合計 22,391,034 23,205,129



（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 16,992,639

営業原価 15,370,277

営業総利益 1,622,361

販売費及び一般管理費 1,466,686

営業利益 155,675

営業外収益  

受取利息 10,324

受取配当金 21,590

不動産賃貸料 13,277

その他 10,326

営業外収益合計 55,517

営業外費用  

支払利息 36,502

コミットメントフィー 1,956

為替差損 8,332

その他 689

営業外費用合計 47,480

経常利益 163,712

特別利益  

固定資産売却益 2,120

投資有価証券売却益 1,799

特別利益合計 3,920

特別損失  

固定資産売却損 376

固定資産除却損 11,132

投資有価証券評価損 314

ゴルフ会員権評価損 3,041

特別損失合計 14,865

税金等調整前四半期純利益 152,767

法人税、住民税及び事業税 25,609

法人税等調整額 43,846

法人税等合計 69,455

少数株主利益 12,734

四半期純利益 70,577



（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 152,767

減価償却費 747,653

貸倒引当金の増減額（△は減少） 794

退職給付引当金の増減額（△は減少） △377

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △84,070

賞与引当金の増減額（△は減少） △177,166

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17,577

受取利息及び受取配当金 △31,914

支払利息 36,502

コミットメントフィー 1,956

有形固定資産除却損 11,132

有形固定資産売却損益（△は益） △1,744

投資有価証券売却損益（△は益） △1,799

投資有価証券評価損益（△は益） 314

ゴルフ会員権評価損 3,041

売上債権の増減額（△は増加） △228,592

仕入債務の増減額（△は減少） 120,297

その他 266,671

小計 797,888

利息及び配当金の受取額 33,590

利息の支払額 △44,253

法人税等の支払額 △27,708

営業活動によるキャッシュ・フロー 759,516

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 △135,477

無形固定資産の取得による支出 △47,010

有形固定資産の売却による収入 8,777

投資有価証券の取得による支出 △3,156

投資有価証券の売却による収入 1,800

長期貸付けによる支出 △30,000

長期貸付金の回収による収入 8,553

差入保証金の差入による支出 △18,297

差入保証金の回収による収入 55,483

その他 2,015

投資活動によるキャッシュ・フロー △157,310



（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) 

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） △200,193

長期借入れによる収入 700,000

長期借入金の返済による支出 △935,000

自己株式の取得による支出 △140,405

コミットメントフィー △1,956

配当金の支払額 △79,165

少数株主への配当金の支払額 △489

その他 1,695

財務活動によるキャッシュ・フロー △655,514

現金及び現金同等物に係る換算差額 △25,161

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △78,470

現金及び現金同等物の期首残高 2,950,345

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,871,875



 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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は、平成20年12月11日に自己株式310,000株を取得しました。この結果、当第３四半期連結会計期間末に

おいて当社の保有する自己株式は、652,746株（585,371千円）となっております。 

  



「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  16,333,385

Ⅱ 営業原価  14,868,656

営業総利益  1,464,729

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,489,340

営業損失  24,611

Ⅳ 営業外収益  57,490

受取利息   14,241

受取配当金   19,315

不動産賃貸収入   13,358

その他   10,574

Ⅴ 営業外費用  51,116

支払利息   43,813

コミットメントフィー   4,520

その他   2,782

経常損失  18,237

Ⅵ 特別利益  1,305

固定資産売却益   1,109

投資有価証券売却益   195

Ⅶ 特別損失  508,543

固定資産除却損   1,000

ソフトウェア除却損   3,093

厚生年金基金解散損   503,506

その他   942

税金等調整前四半期純損失  525,475

法人税、住民税及び事業税   24,294

法人税等調整額  △129,617

少数株主利益   9,303

四半期純損失  429,455



（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損
失  

△525,475

減価償却費   706,310

貸倒引当金の増減額（△は
減少）   1,072

退職給付引当金の増減額
（△は減少）   36,706

役員退職慰労金引当金の増
減額（△は減少）   14,701

賞与引当金の増減額（△は
減少）  

△181,469

役員賞与引当金の増減額
（△は減少）  

△1,854

受取利息及び配当金  △33,556

支払利息   43,813

コミットメントフィー   4,520

固定資産除却損   1,000

ソフトウェア除却損   3,093

固定資産売却損益（△は
益）  

△166

投資有価証券売却損益（△
は益）  

△195

売上債権の増減額（△は増
加）  

△127,482

仕入債務の増減額（△は減
少）  

△36,803

その他   82,268

小計 △13,517

利息及び配当金の受取額   36,027

利息の支払額  △53,321

法人税等の支払額  △724,980

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△755,793



  

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

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  

△149,162

無形固定資産の取得による
支出  

△217,188

有形固定資産の売却による
収入   3,850

投資有価証券の取得による
支出  

△16,067

投資有価証券の売却による
収入   3,399

長期貸付けによる支出  △20,000

長期貸付金の回収による収
入   7,245

差入保証金の増加による支
出  

△1,382

差入保証金の減少による収
入   3,311

投資その他の資産の減少に
よる収入   256

その他  △1,377

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△387,114

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（△
は減少）   436,218

長期借入金の返済による支
出  

△441,000

コミットメントフィー  △4,520

配当金の支払額  △75,505

少数株主への配当金の支払
額  

△489

自己株式の処分による収
入   633,790

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  548,493

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額  25

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減
額（△は減少） 

△594,388

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高  2,866,619

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半
期末残高  2,272,230
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