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1.  平成21年11月期第1四半期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年2月28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11月期第1四半期 3,169 ― 301 ― 283 ― 25 ―
20年11月期第1四半期 3,427 0.8 589 △5.4 580 △7.1 307 △3.9

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11月期第1四半期 1.62 ―
20年11月期第1四半期 17.90 ―

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11月期第1四半期 44,531 16,120 36.2 1,010.01
20年11月期 42,092 16,447 39.1 1,030.53

（参考） 自己資本   21年11月期第1四半期  16,120百万円 20年11月期  16,447百万円

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11月期 ― 10.00 ― 12.00 22.00
21年11月期 ―
21年11月期 

（予想）
10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成21年11月期の連結業績予想（平成20年12月1日～平成21年11月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

5,400 ― 470 ― 420 ― 220 ― 13.78

通期 10,200 △42.7 1,200 △75.1 1,000 △78.7 600 △25.7 37.59
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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）  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、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）上記に記載した予想値は、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、多分に不確定な要素を含んでおります。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。 
なお、上記予想に関する事項は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参照してください。 
（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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年11月期第1四半期 18,200,000株 20年11月期  18,200,000株
② 期末自己株式数 21年11月期第1四半期  2,239,503株 20年11月期  2,239,457株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年11月期第1四半期 15,960,508株 20年11月期第1四半期 17,203,171株
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物流業界では荷動きの低迷が続き、不動産賃貸業界におきましては成約率が低下するなど、当社グループには厳し

さが増してきました。 

このような情勢下、当第１四半期連結会計期間における当社グループの業績は、営業収益につきましては前年同期

比258百万円(7.5%)減の3,169百万円となりました。また、利益面では営業利益が前年同期比288百万(48.9%)減の301百
万円となり、経常利益は前年同期比297百万円(51.3%)減の283百万円となりました。四半期純利益は前年同期比282百
万円(91.6%)減の25百万円となりました。 

   

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①物流事業 

  倉庫部門において収益は堅調に推移したものの、引越部門においては景気悪化に伴う受注の減少等があり、営業 

収益は1,295百万円で前年同期比0.8％の増収、営業利益は前年同期比90百万円減少し△83百万円となりました。 

 ②不動産事業 

    主力賃貸物件の稼働率の低下等により、営業収益は1,076百万円で前年同期比10.5％の減収、営業利益は608百万円 

  で前年同期比14.5％の減益となりました。 

 ③レジャー事業  

    営業収益は182百万円で前年同期比28.9％の減収、営業利益は10百万円で前年同期比64.9％の減益となりました。 

  ④システム関連事業  

   営業収益は614百万円で前年同期比9.9％の減収、営業利益は18百万円で前年同期比50.1％の減益となりました。 

  

  

  

（資産、負債及び純資産の状況）  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、固定資産の取得等により前連結会計年度末比2,439百万円増の44,531百万

円となりました。負債は、借入金の増加等により前連結会計年度末比2,766百万円増の28,411百万円となりました。純

資産は利益剰余金、その他有価証券評価差額金等の減少により前連結会計年度末比327百万円減の16,120万円となり、

自己資本比率は36.2％となりました。 

  

（キャッシュフローの状況） 

  当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して1,518百万円減少し2,866百

 万円となりました。   

  ①営業活動によるキャッシュ・フロー 

    当第１四半期連結会計期間における営業活動の結果として得られた資金は、税金等調整前四半期純利益、減価償却費

  等があったものの、法人税等の支払等により△199百万円となりました。  

 ②投資活動によるキャッシュ・フロー 

  当第１四半期連結会計期間における投資活動の結果として使用した資金は、固定資産の取得による支出等により 

 4,625百万円となりました。   

 ③財務活動によるキャッシュ・フロー 

  当第１四半期連結会計期間における財務活動の結果として得られた資金は、短期借入金、長期借入金の増加等により

 3,307百万円となりました。 

   

 前回（平成21年３月18日公表時）予想に比べ、第２四半期連結累計期間、通期ともに連結売上高については予想通り

に推移すると見込んでおります。一方、費用につきまして、第２四半期連結累計期間に係る費用が予想を上回る見込み

であるため、営業利益470百万円（前回予想650百万円）、経常利益420百万円（前回予想500百万円）、当期純利益220

百万円（前回予想300百万円）と予想しております。但し、通期については営業利益のみ1,200百万円（前回予想1,300

百万円）と予想を下回りますが、経常利益、当期純利益は予想通りと見込んでおります。 

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 
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  該当事項はありません。 

  

   

  該当事項はありません。  

  

  

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） 

（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．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．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法によっており 

    ましたが、当第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、主として先入先出法による原価法（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。 

            

      （追加情報）  

         役員退職慰労引当金の計上基準 

        当社は従来、役員の退職慰労金の支払いに充てるため、内規に基づき、四半期連結会計期間末要支給額を計 

     上しておりましたが、定時株主総会において役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給が決議されました。 

         これにより、当四半期連結会計期間において、役員退職慰労引当金を全額取崩し、打ち切り支給額の未払い分 

         については長期未払金として固定負債「その他」に含めて表示しております。   
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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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,866 4,365

受取手形及び営業未収金 994 1,030

有価証券 30 30

関係会社短期貸付金 6,000 6,000

その他 658 326

貸倒引当金 △3 △5

流動資産合計 10,546 11,746

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,120 13,297

土地 3,385 3,385

信託建物及び信託構築物（純額） 6,277 －

信託土地 3,935 3,935

その他（純額） 486 2,642

有形固定資産合計 27,205 23,260

無形固定資産 317 321

投資その他の資産   

投資有価証券 4,773 5,170

その他 1,690 1,593

貸倒引当金 △2 △0

投資その他の資産合計 6,462 6,763

固定資産合計 33,985 30,346

資産合計 44,531 42,092
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 488 535

短期借入金 12,950 10,310

1年内返済予定の長期借入金 6,904 6,794

未払法人税等 18 189

役員賞与引当金 7 50

資産撤去引当金 204 204

その他 1,073 1,564

流動負債合計 21,646 19,649

固定負債   

長期借入金 2,071 1,350

退職給付引当金 141 153

役員退職慰労引当金 7 158

負ののれん 50 53

受入保証金 4,137 4,130

その他 356 149

固定負債合計 6,765 5,995

負債合計 28,411 25,644

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,767 2,767

資本剰余金 2,698 2,698

利益剰余金 11,612 11,781

自己株式 △1,217 △1,217

株主資本合計 15,861 16,029

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 259 417

評価・換算差額等合計 259 417

純資産合計 16,120 16,447

負債純資産合計 44,531 42,092
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

営業収益 3,169

営業原価 2,495

営業総利益 673

販売費及び一般管理費 372

営業利益 301

営業外収益  

受取利息 21

受取配当金 27

その他 12

営業外収益合計 60

営業外費用  

支払利息 76

その他 2

営業外費用合計 78

経常利益 283

特別利益  

保険解約返戻金 52

その他 3

特別利益合計 56

特別損失  

投資有価証券評価損 82

その他 14

特別損失合計 97

税金等調整前四半期純利益 241

法人税、住民税及び事業税 136

法人税等調整額 79

法人税等合計 215

四半期純利益 25
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28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 241

減価償却費 259

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △150

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △42

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

受取利息及び受取配当金 △48

支払利息 76

持分法による投資損益（△は益） 20

投資有価証券売却損益（△は益） △0

投資有価証券評価損益（△は益） 82

有形固定資産除却損 2

有形固定資産売却損益（△は益） △0

保険解約損益（△は益） △52

売上債権の増減額（△は増加） 35

仕入債務の増減額（△は減少） △47

たな卸資産の増減額（△は増加） △0

未払又は未収消費税等の増減額 △18

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 7

差入保証金の増減額（△は増加） △1

その他 △181

小計 169

利息及び配当金の受取額 28

利息の支払額 △76

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △321

営業活動によるキャッシュ・フロー △199

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 △4,695

固定資産の売却による収入 1

投資有価証券の売却及び償還による収入 16

貸付金の回収による収入 0

保険積立金の解約による収入 50

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,625

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 2,840

短期借入金の返済による支出 △200

長期借入れによる収入 1,150

長期借入金の返済による支出 △318

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △164

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,307

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,518

現金及び現金同等物の期首残高 4,365

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 20

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,866
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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）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。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業区分は、事業の種類、性質に応じて区分しております。 

２．各事業の主要内容 

(1）物流事業…………………倉庫、貨物運送、物流不動産の企画、開発、賃貸、仲介並びに建物管理他   

荷役、引越 

(2）不動産事業………………不動産の賃貸、管理、売買、仲介 

(3）レジャー事業……………ボウリング場等の運営 

(4）システム開発関連事業…ソフト開発、システム構築、軽作業請負、システム技術者育成事業 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は253百万円であり、その主なもの

は連結財務諸表提出会社の管理セグメントに係る費用であります。 

  

  

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日） 

      本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため開示しておりません。 

  

  

  当第１四半期連結累計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日） 

    海外売上高がないため開示しておりません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  物流事業 
（百万円） 

不動産事業
（百万円） 

レジャー事
業   
（百万円） 

システム開発
関連事業 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社   
（百万円） 

連結
（百万円） 

営業収益                                      

(1）外部顧客に対する営業収益  1,295 1,076 182 614  3,169  － 3,169

(2）セグメント間の営業収益又は

振替高 
 0 78 2 23  105 (105) －

計  1,296 1,155 184 638  3,274 (105) 3,169

営業利益  △83 608 10 18  554 (253) 301

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）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 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年12月１日 至 平成20年２月29日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年11月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 営業収益  3,427

Ⅱ 営業原価  2,516

営業総利益  910

Ⅲ 販売費及び一般管理費  320

営業利益  589

Ⅳ 営業外収益  44

 受取利息  3

 受取配当金  25

 その他  15

Ⅴ 営業外費用  53

 支払利息  51

 その他  2

経常利益  580

Ⅵ 特別利益  0

 固定資産売却益  0

 その他  0

Ⅶ 特別損失  19

 固定資産除却損  15

 移転補償金  4

 その他  0

税金等調整前四半期純利益  561

法人税、住民税及び事業税 
  
 法人税等調整額 

     
  

     

225

42

少数株主損益  △14

四半期純利益  307
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年12月１日 至 平成20年２月29日） 

  
前年同四半期 

（平成20年11月期 
第１四半期） 

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  561

減価償却費  260

のれん償却額  5

退職給付引当金の増減額（減少：△）  △3

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）  3

役員賞与引当金の増減額（減少：△）  △22

貸倒引当金の増減額（減少：△）  △0

受取利息及び受取配当金  △27

支払利息  51

投資事業利益  △21

投資有価証券売却損  0

固定資産除却損  15

固定資産売却益  △0

売上債権の増減額（増加：△）  145

仕入債務の増減額（減少：△）  △94

たな卸資産の増減額（増加：△）  △1

未収・未払消費税の増減額  30

受入保証金の増減額（減少：△）  △400

差入保証金の増減額（増加：△）  5

その他  △313

小計  191

利息及び配当金の受取額  32

利息の支払額  △53

法人税等の支払又は還付額  △511

営業活動によるキャッシュ・フロー  △341
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前年同四半期 

（平成20年11月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円） 

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  △329

固定資産の売却による収入  529

投資有価証券の取得による支出  △0

投資有価証券の償還及び売却による収入  0

関係会社株式の取得による支出  △359

貸付金回収による収入  50

匿名組合出資返還による収入  97

投資活動によるキャッシュ・フロー  △11

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

長期借入による収入  500

長期借入金の返済による支出  △418

自己株式の売却による収入と取得による支出  △0

配当金の支払額  △153

少数株主への配当金の支払額  △14

財務活動によるキャッシュ・フロー  △87

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  △440

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,421

Ⅵ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額  9

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  1,990
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前第１四半期連結累計期間（自 平成19年12月１日 至 平成20年２月29日）      （単位 百万円）

 (注)１．事業区分の方法 

     事業区分は、事業の種類、性質に応じて区分しております。 

    ２．各事業の主要内容 

(1)物流事業・・・・・・・・倉庫、貨物運送、荷役、引越 

(2)不動産事業・・・・・・・不動産の賃貸、管理、売買、仲介 

(3)レジャー事業・・・・・・ボウリング場、レストラン、娯楽施設の運営 

(4)システム開発関連事業・・技術者派遣、ソフト開発、システム構築、軽作業請負 

    ３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は195百万円であり、その主なものは 

     連結財務諸表提出会社の管理本部に係る費用であります。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自 平成19年12月１日 至 平成20年２月29日） 

      本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため開示しておりません。 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
物流事業 

  
不動産事業

  
レジャー事

業 

 

システム開発

関連事業  
  

計   

  
消去又は 
全社 
  

連結 

営業収益 

(1)外部顧客に対する営業収益 

     

(2)セグメント間の営業収益又は 

   振替高  

 

  

 

1,284

1

   

  

 

1,203

89

    

  

 

256

1

   

  

 

682

25

   

  

 

3,427

117

   

  

 

－

(117)

 

  

   

3,427

－

計  1,286  1,293  257  707  3,544  (117)  3,427

営業利益  6  712  28  37  785  (195)    589

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年12月１日 至 平成20年２月29日） 

海外売上高がないため開示しておりません。 
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重要な後発事象  

  当社は平成21年３月18日開催の取締役会において、連結子会社であるイヌイ運送株式会社の株式の一部を譲渡す

ることを決議し、平成21年４月1日付でセンコー株式会社に譲渡いたしました。これにより、同社は当社の持分法適

用の関連会社となりました。 

  （１）株式譲渡の目的    

        イヌイ運送株式会社がこれまで培ってまいりました信用と営業力、住宅業界を代表する多くの企業の物流を 

    担うセンコー株式会社のネットワークが一体化することにより引越事業の更なる成長が見込まれるため、譲渡 

    を行うことといたしました。   

  （２）当該子会社の事業内容及び当社との取引内容     

         当該子会社の名称        イヌイ運送株式会社 

     事業内容            一般貨物自動車運送事業 

        取引内容            保管業務、貨物運送業務        

   （３）株式譲渡の内容 

        譲渡日                        平成21年４月１日 

         譲渡先                        センコー株式会社  

        譲渡株式数                     2,478,600株 

        譲渡価額                      1,022百万円 

        譲渡後の株式所有数（所有割合）  2,381,400株(49%)  

                

  

  

６．その他の情報 
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