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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 169,674 ― 17,105 ― 18,230 ― 10,615 ―
20年3月期第3四半期 163,581 5.6 17,062 7.5 18,053 7.3 10,112 3.4

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 38.97 ―
20年3月期第3四半期 36.97 ―

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 284,404 235,690 82.9 873.82
20年3月期 284,447 232,841 81.8 851.13

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  235,655百万円 20年3月期  232,803百万円

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 ― ― ― 8.50 8.50
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 8.50 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 219,000 0.3 21,300 △5.4 22,600 △5.0 13,100 △3.8 48.29

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.連結の業績予想は、本資料発表時点において合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は今後の様々な要因により異なる結果となる可能性がありま
す。なお、上記の予想に関する事項は、３ページをご覧ください。 
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 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  274,345,675株 20年3月期  274,345,675株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  4,662,363株 20年3月期  822,310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  272,412,535株 20年3月期第3四半期  273,527,446株









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 14,414 13,169

受取手形及び営業未収金 39,996 39,842

有価証券 7,500 6,300

貯蔵品 353 328

その他 17,047 16,688

貸倒引当金 △91 △91

流動資産合計 79,220 76,236

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 96,715 96,183

土地 63,725 61,230

その他（純額） 17,773 21,109

有形固定資産合計 178,214 178,523

無形固定資産 6,370 6,373

投資その他の資産   

投資有価証券 10,780 15,109

その他 9,887 8,215

貸倒引当金 △68 △11

投資その他の資産合計 20,599 23,313

固定資産合計 205,183 208,210

資産合計 284,404 284,447

負債の部   

流動負債   

支払手形及び下払未払金 22,643 22,913

未払法人税等 2,797 4,876

賞与引当金 84 164

その他 9,518 9,682

流動負債合計 35,044 37,637

固定負債   

退職給付引当金 12,621 12,881

役員退職慰労引当金 31 29

船舶特別修繕引当金 11 11

その他 1,004 1,045

固定負債合計 13,670 13,968

負債合計 48,714 51,605



（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 31,642 31,642

資本剰余金 26,854 26,854

利益剰余金 179,030 170,739

自己株式 △3,163 △442

株主資本合計 234,362 228,793

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,292 4,010

評価・換算差額等合計 1,292 4,010

少数株主持分 34 37

純資産合計 235,690 232,841

負債純資産合計 284,404 284,447



（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) 

作業収入 169,674

作業原価 141,373

作業総利益 28,300

販売費及び一般管理費 11,195

営業利益 17,105

営業外収益  

受取利息 111

受取配当金 573

持分法による投資利益 63

その他 416

営業外収益合計 1,164

営業外費用  

為替差損 21

その他 18

営業外費用合計 40

経常利益 18,230

特別利益  

固定資産売却益 58

特別利益合計 58

特別損失  

固定資産除売却損 218

投資有価証券評価損 17

特別損失合計 235

税金等調整前四半期純利益 18,052

法人税、住民税及び事業税 7,321

法人税等調整額 115

法人税等合計 7,436

少数株主利益 0

四半期純利益 10,615



（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 18,052

減価償却費 8,086

貸倒引当金の増減額（△は減少） 56

退職給付引当金の増減額（△は減少） △259

受取利息及び受取配当金 △684

持分法による投資損益（△は益） △63

投資有価証券評価損益（△は益） 17

有形固定資産除売却損益（△は益） 159

売上債権の増減額（△は増加） △153

たな卸資産の増減額（△は増加） △24

仕入債務の増減額（△は減少） △269

その他 △237

小計 24,679

利息及び配当金の受取額 712

法人税等の支払額 △9,291

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,100

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △8,160

固定資産の売却による収入 75

投資有価証券の取得による支出 △286

投資有価証券の売却による収入 57

貸付けによる支出 △22

貸付金の回収による収入 35

その他 △308

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,608

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △2,324

自己株式の増減額（△は増加） △2,721

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,046

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,445

現金及び現金同等物の期首残高 19,469

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,914



　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）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

　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）

　物流事業の作業収入及び営業利益の金額は、全セグメントの作業収入の合計及び営業利益の合計額に占める割

合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

 

【所在地別セグメント情報】

　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）

　本邦の作業収入は、全セグメントの作業収入の合計に占める割合が90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。

 

【海外作業収入】

　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）

　海外作業収入は、連結作業収入の10％未満のため、海外作業収入の記載を省略しております。

 

（６）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10月６日、平成20年10月15日及び平成20年11月17日開催の取締役会において、会社法第165

条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条第１項の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決

議し、当第３四半期連結累計期間に2,711百万円（3,828,000株）の自己株式を取得いたしました。この結果、

当第３四半期連結会計期間末において、自己株式は3,163百万円となりました。

 



「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

前第３四半期
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

金額（百万円）

Ⅰ  作業収入 163,581

Ⅱ　作業原価 135,486

作業総利益 28,095

Ⅲ　販売費及び一般管理費 11,032

営業利益 17,062

Ⅳ　営業外収益 1,041

Ⅴ　営業外費用 50

経常利益 18,053

Ⅵ　特別利益 3,252

Ⅶ　特別損失 3,867

税金等調整前四半期純利益 17,438

法人税、住民税及び事業税 7,104

法人税等調整額 220

　少数株主利益 0

四半期純利益 10,112



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

区分 金額（百万円）

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 17,438

　減価償却費 7,705

　貸倒引当金の増減額 △64

　退職給付引当金の増減額 △614

　受取利息及び受取配当金 △628

　持分法による投資損益 △37

　投資有価証券評価損 169

　投資有価証券売却益 △3,216

　有形固定資産売廃却損益 44

　売上債権の増減額 △2,380

　たな卸資産の増減額 4

　仕入債務の増減額 1,120

　その他 △1,700

小計 17,841

　利息及び配当金の受取額 656

　法人税等の支払額 △9,341

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,157

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

　固定資産の取得による支出 △10,048

　固定資産の売却による収入 33

　投資有価証券の取得による支出 △512

　投資有価証券の売却による収入 3,272

　貸付による支出 △22

　貸付金の回収による収入 34

　その他 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,248

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　配当金の支払額 △2,598

　自己株式の増減額 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,607

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 △698

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残高 11,924

Ⅵ　現金及び現金同等物四半期末残高 11,226



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

　前第３四半期（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

　事業の種類として「物流事業」及び「その他事業」に区分しております。

　なお、「物流事業」の作業収入は1,545億14百万円と全セグメントの作業収入の合計(1,643億55百万円(セグメ

ント間取引高７億74百万円含む))の94.0%の割合を占め、「物流事業」の営業利益は163億23百万円と全セグメン

トの営業利益の合計(170億76百万円(セグメント間取引による営業利益13百万円含む))の95.6%の割合を占め、「物

流事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

（セグメントの変更について）

　当連結会計年度より、当社の事業区分及び名称の見直しを行った結果、従来の「港湾運送事業」、「倉庫及び

運輸関連事業」及び「その他事業」に含まれる重量貨物運搬業を集約し、「物流事業」と区分を変更することと

いたしました。

　この集約及び変更は、経済の自由競争への流れを受けて港湾運送事業の規制緩和が実施されたことや、コンテ

ナターミナル直結型の多目的物流センターを中心に、顧客にリードタイムの短縮とトータル物流コストの削減を

もたらす当社グループ独自の物流サービスの提供及び顧客ニーズを取り込んだサプライチェーンマネジメントを

も含んだ国際複合一貫物流サービスの提供など、従来の「港湾運送事業」、「倉庫及び運輸関連事業」及び「そ

の他事業」に含まれる重量貨物運搬業の各々の物流機能を連携させた物流サービスの比重が高まり、従来のセグ

メント区分では実態に合わなくなってきたことから、事業の実態をより的確に反映させるために行ったものであ

ります。

　なお、変更前のセグメント区分による作業収入は、港湾運送事業588億36百万円、倉庫及び運輸関連事業908億

99百万円、その他事業145億95百万円（セグメント間取引高７億49百万円含む）となっております。

　また、変更前のセグメント区分による営業利益は、港湾運送事業82億38百万円、倉庫及び運輸関連事業75億18

百万円、その他事業13億18百万円（セグメント間取引による営業利益13百万円含む）となっております。
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