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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 38,750 △7.5 563 △55.4 514 △57.6 103 △78.5

20年3月期 41,871 0.9 1,261 29.6 1,212 29.1 481 9.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率

営業収益営業利益
率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 4.24 ― 0.9 1.9 1.5
20年3月期 19.72 ― 4.4 4.2 3.0

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 25,039 11,023 43.3 444.58
20年3月期 28,169 11,248 39.3 453.72

（参考） 自己資本   21年3月期  10,846百万円 20年3月期  11,072百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 1,075 △651 △544 2,118
20年3月期 1,246 △421 △1,112 2,299

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 4.00 ― 5.00 9.00 219 45.6 2.0
21年3月期 ― 4.00 ― 3.00 7.00 170 165.1 1.6

22年3月期 
（予想）

― 3.00 ― 4.00 7.00 113.8

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31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）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

17,500 △15.0 50 △89.5 50 △88.8 0 △100.0 0.00

通期 35,000 △9.7 500 △11.2 450 △12.5 150 45.0 6.15
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる事項 2.会計処理基準の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、17ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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 24,970,000株 20年3月期 24,970,000株

② 期末自己株式数 21年3月期  573,778株 20年3月期  566,779株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 34,193 △5.2 500 △54.1 514 △53.1 164 △62.0

20年3月期 36,051 1.0 1,089 36.9 1,097 33.6 431 4.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 6.72 ―

20年3月期 17.67 ―

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 23,811 10,736 45.1 440.07
20年3月期 26,424 10,789 40.8 442.13

（参考） 自己資本 21年3月期  10,736百万円 20年3月期  10,789百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想については、当社が現時点で合理的と判断した一定の前提に基づいたものであり、実際の業績は見通しと異なることがありえます。なお、上記予
想に関する事項は、５ページ（次期の見通し）をご参照下さい。 

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

第2四半期 
累計期間 15,700 △11.9 50 △87.4 50 △87.6 0 △100.0 0.00

通期 31,300 △8.5 500 △0.0 450 △12.5 180 9.7 7.38
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 「フジパックン」は、富士物流のキャラクターです

１.経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度における日本経済は、アメリカの金融危機に端を発した世界同時不況の影響を受け、急速に景気

後退局面を迎えました。また、円高が企業収益の悪化を増幅し、雇用環境の悪化、設備投資や個人消費の一層の冷

え込みを招くという悪循環となっております。 

 

物流業界におきましては、景気後退の影響を受け、国内貨物輸送量の減少傾向がさらに深まると予想されます。

また、国際貨物輸送量も大幅な減少が予測され、物流業界を取り巻く状況は一段と厳しいものとなっております。 

 

このような厳しい情勢の中、当社グループは、平成18年６月に発表いたしました中期経営計画（平成18年度～平

成20年度）の 終年を迎え、「３ＰＬのリーディングカンパニーとなる」という長期ビジョンの実現に向け、お客

様にご満足いただける物流サービスを提供し、業容の拡大に積極的に取り組みました。 

 

営業収益は、前連結会計年度より31億21百万円減少し、387億50百万円(前連結会計年度比7.5％減)となりました。

急速な景気後退により、特に下半期（平成20年10月～平成21年３月）の荷動き全般が急激に低下いたしました。 

 

一般顧客向けの営業収益は、前連結会計年度より19億62百万円減少し、196億15百万円（前連結会計年度比9.1％

減、構成比50.6％）となりました。精密機器関連の大口３ＰＬや理美容商社およびＡＴＭ関連の業務を新たに受注い

たしました。また、化粧品通販関連の取扱高は増加いたしましたが、工業用ミシン、チップマウンターおよびエレベー

タ関連の取扱高や半導体用検査機器等をはじめ、既存顧客の荷動き全般が大幅に落ち込みました。 

 

富士電機グループ向けの営業収益は、前連結会計年度より11億59百万円減少し、191億34百万円（前連結会計年

度比5.7％減、構成比49.4％）となりました。前連結会計年度において出荷の端境期のため低調であった発電変電

プラントの取扱高は復調し、また、環境ビジネス事業は受注増となりましたが、上半期において堅調に推移してい

た磁気記録媒体、半導体およびインバータ、制御機器等は下半期においては大きく落ち込みました。自動販売機関

連も低調に推移いたしました。 

 

営業利益は、前連結会計年度より６億98百万円減少し、５億63百万円（前連結会計年度比55.4％減）となりまし

た。トヨタ生産方式（ＴＰＳ）を基本とした業務効率化による営業原価の削減および経費全般の圧縮に努めました

が、荷動きの急激かつ大幅な低下による営業収益の減少の影響を受け、減益となりました。 

 

経常利益は、営業利益の減少に伴い、前連結会計年度より６億97百万円減少し、５億14百万円（前連結会計年度

比57.6％減）となりました。 

 

当期純利益は、前連結会計年度より３億77百万円減少し、１億３百万円（前連結会計年度比78.5％減）となりま

した。営業利益の減少に伴い、減益となりました。なお、特別損失は前連結会計年度に比べ総額では減少いたしま

したが、保有株式の評価損等87百万円を計上いたしました。また、子会社において繰延税金資産の取崩しを行いま

した。 

 
＜連 結 業 績＞                          （単位 百万円） 

 平成20年3月期 平成21年3月期 増減金額 増減率(％) 

営 業 収 益 ４１，８７１ ３８，７５０ △３，１２１ △７．５

営 業 利 益 １，２６１ ５６３ △６９８ △５５．４

経 常 利 益 １，２１２ ５１４ △６９７ △５７．６

当 期 純 利 益 ４８１ １０３ △３７７ △７８．５
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 「フジパックン」は、富士物流のキャラクターです

当期の連結決算におけるセグメント別の状況は以下のとおりであります。 
 

【国内物流事業】 

（国内における運送、包装、保管事業） 

                                      （単位 百万円） 

 平成20年3月期 平成21年3月期 増減金額 増減率(％) 

営 業 収 益 ３２，７０７ ３０，５１７ △２，１８９ △６．７

営 業 利 益 ９６５ ４９７ △４６７ △４８．４

急速な景気後退により、特に下半期（平成20年10月～平成21年３月）の荷動き全般が急激に

低下いたしました。 

一般顧客向けにつきましては、精密機器関連の大口３ＰＬや理美容商社およびＡＴＭ関連の業

務を新たに受注したほか、化粧品通販関連の取扱高は増加いたしましたが、工業用ミシン、チップ

マウンターおよびエレベータ関連の取扱高や半導体用検査機器等をはじめ、既存顧客の荷動き

全般が大幅に落ち込みました。 

富士電機グループ向けにつきましては、前連結会計年度において出荷の端境期のため低調で

あった発電変電プラントの取扱高は復調し、また、環境ビジネス事業は受注増となりましたが、

自動販売機関連をはじめとして全般に低調な推移となりました。 

 

【その他事業】 

（海外との輸出入取扱事業、海外現地物流事業、物流システムおよび機器・資材販売） 

                                      （単位 百万円） 

 平成20年3月期 平成21年3月期 増減金額 増減率(％) 

営 業 収 益 ９，１６３ ８，２３２ △９３１ △１０．２

営 業 利 益 ２９６ ６５ △２３０ △７７．９

急速な景気後退により、特に下半期（平成20年10月～平成21年３月）の荷動き全般が急激に

低下いたしました。 

一般顧客向けにつきましては、海外での半導体関連および工業用ミシン等の取扱高が低調と

なりました。 

富士電機グループ向けにつきましては、前連結会計年度において出荷の端境期のため低調で

あった発電変電プラントの取扱高は復調いたしましたが、磁気記録媒体、半導体およびイン

バータ、制御機器等は低調に推移しました。 

 
 
＜単 体 業 績＞                               （単位 百万円） 

 平成20年3月期 平成21年3月期 増減金額 増減率(％) 

営 業 収 益 ３６，０５１ ３４，１９３ △１，８５７ △５．２

営 業 利 益 １，０８９ ５００ △５８９ △５４．１

経 常 利 益 １，０９７ ５１４ △５８３ △５３．１

当 期 純 利 益 ４３１ １６４ △２６７ △６２．０

 
＜営業収益の内訳＞                         （単位 百万円） 

 平成20年3月期 平成21年3月期 増減金額 増減率(％) 

運 送 事 業 １５，０７０ １４，４６１ △６０９ △４．０

包 装 事 業 ５，２１３ ４，６９２ △５２１ △１０．０

保 管 事 業 ９，６７３ ９，４０７ △２６６ △２．８

その他 事 業 ６，０９３ ５，６３２ △４６１ △７．６

 
営業収益等の増減内容は、概ね連結決算と同様であります。 
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 「フジパックン」は、富士物流のキャラクターです

（次期の見通し） 

アメリカでのサブプライム問題を端緒とする世界的規模での急激な景気後退は若干の落ち着きをみせたものの、

回復には長期化が予想され、日本経済の景気回復も見通せない状況となっております。 

 

物流業界の見通しにつきましては、国内景気の一層の落ち込みに伴い日本国内の貨物輸送量は引き続き前年度を

下回る見込みであり、国際貨物輸送に関しましても前年度に急減速した世界経済の影響により回復は望めないもの

と予想されます。 

 

翌連結会計年度の業績見通しは次のとおりです。 

 

【連結業績予想】 

 

翌連結会計年度の業績につきましては、営業収益、営業利益、経常利益とも平成21年３月期の業績を下回る見込

みです。当期純利益は若干の増益を見込んでおります。 

 

営業収益につきましては、一般顧客向けは、前期に受注した大口３ＰＬの伸長と新規顧客開拓を見込んでおりま

すが、主要な顧客である情報機器メーカー、工業用ミシンメーカー、エレベータメーカーをはじめとして景気後退

の影響を受け、既存顧客全般に荷動きが低下するものと予想しております。 

富士電機グループ向けは、発電変電プラント関係は若干の減収に留まるものの、磁気記録媒体、半導体およびイ

ンバータ、制御機器とも大幅な落ち込みを予想しております。 

 

営業収益の大幅な落ち込みに対し、トヨタ生産方式（ＴＰＳ）による業務効率化を加速させ、輸配送体制の見直

し、荷役料削減のための作業改善、経費全般の削減、人件費全般の圧縮に取り組み収益体質の強化に取り組んでま

いります。 

なお、現在、役員報酬の削減と管理職以上の給与の削減を実施しておりますが、当面の間、継続する予定です。 

 

                                        （単位 百万円） 

 平成21年3月期
平成22年3月期

連結業績予想
増減金額 増減率(％) 

営 業 収 益 ３８，７５０ ３５，０００ △３，７５０ △９．７

営 業 利 益 ５６３ ５００ △６３ △１１．２

経 常 利 益 ５１４ ４５０ △６４ △１２．５

当 期 純 利 益 １０３ １５０ ４６ ４５．０

 

【単体業績予想】 

概ね連結業績予想と同様であります。 

                                        （単位 百万円） 

 平成21年3月期
平成22年3月期

単体業績予想
増減金額 増減率(％) 

営 業 収 益 ３４，１９３ ３１，３００ △２，８９３ △８．５

営 業 利 益 ５００ ５００ △０ △０．０

経 常 利 益 ５１４ ４５０ △６４ △１２．５

当 期 純 利 益 １６４ １８０ １５ ９．７

 
 

 

富士物流株式会社（9061）　平成21年3月期決算短信

5



 「フジパックン」は、富士物流のキャラクターです

（２）財政状態に関する分析 

（資産、負債、純資産およびキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

当連結会計年度末における現金および現金同等物は、１億80百万円減少し、21億18百万円となりました。各キャッ

シュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、10億75百万円の収入（前連結会計年度は12億46百万円の収入）となりました。これは主に、税金

等調整前当期純利益４億34百万円、減価償却費８億32百万円の計上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） 

投資活動の結果、６億51百万円の支出（前連結会計年度は４億21百万円の支出）となりました。これは主に、倉庫

内設備等の支払い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） 

財務活動の結果、５億44百万円の支出（前連結会計年度は11億12百万円の支出）となりました。これは主に、長期

借入金の返済６億６百万円によるものであります。 

 

（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 

自己資本比率（％） ３７．４ ３９．３ ４３．３

時価ベースの株主資本比率（％） ２７．１ ２４．３ ２１．１

債務償還年数（年） ４．７ ４．３ ４．７

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ３０．５ １８．７ １７．０

（注）算出方法 

自己資本比率          ： 自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率    ： 株式時価総額／総資産 

債務償還年数          ： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

① 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

② 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

③ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている

全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息

の支払額を使用しております。 

 
 

（３）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

当社は、かねてより「株主重視」の姿勢のもと、長期的な視野に立ち、安定的配当の継続と企業発展のために必要な

投資のための内部留保の充実を基本方針としてまいりました。今後もこの方針を堅持しつつ、経営基盤を強化し将来の

継続した利益の確保と企業価値の増大を図り、積極的に株主への還元に努めてまいります。 

また、配当回数につきましては、当面の間変更せず、従来どおり中間と期末の年２回とさせていただきたいと考えて

おります。 

なお、当期の配当金につきましては、第２四半期に中間配当として１株当たり４円の配当をいたしましたが、期末配

当につきましては、アメリカの金融危機に端を発した急激な景気後退により、業績が当初の見込みを大幅に下回ったた

め、誠に遺憾ではございますが、前期の配当金から２円減配し、３円とすることを６月末の株主総会に付議することと

しております。これにより、当期の配当金は、中間配当金４円と合わせて１株当たり年間７円となります（前期の配当

金：中間配当金４円、期末配当金５円、年間９円）。 

なお、次期の配当金につきましては、１株当たり年間７円（中間配当金３円、期末配当金４円）を予定しております。 
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（４）事業等のリスク 

決算短信に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあ

る事項には、以下のようなものがあります。当社グループでは、これらリスクの発生を十分に認識した上で、発生を極

力回避し、また発生した場合に的確な対応を行うための努力を継続してまいります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

 

１）主要顧客への依存度について 

当社グループは、会社設立以来、富士電機グループ各社を主要顧客としており、平成20年３月期の同社グループと

の取引金額は、202億94百万円（連結営業収益に対する比率48.5％）、平成21年３月期の同社グループとの取引金額

は、191億34百万円（連結営業収益に対する比率49.4％）となっております。 

富士電機グループ各社と「取引基本契約書」を締結し、良好かつ安定的な取引関係を継続しておりますが、同社グ

ループ製品の生産・販売状況や、経営戦略等に変化が生じ、同社グループとの取引関係および当社グループの受注内

容に著しい変更を生じた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループは今後とも引続き新規顧客開拓・受注拡大を図り、依存度の軽減に努めてまいります。 

 

２）Ｍ＆Ａ、資本提携等について 

当社グループは、既存の事業基盤を拡大するため、あるいは新たな事業における進出・補強等のために、事業戦略

の一環としてＭ＆Ａや資本提携を含む戦略的提携を行う可能性があります。 

Ｍ＆Ａや戦略的提携に際しては十分な検討を行いますが、買収提携後の事業計画が当初計画どおりに進捗しない場

合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

３）公的規制について 

当社グループの行う事業には、貨物自動車運送事業法、貨物利用運送事業法、廃棄物の処理および清掃に関する法

律、建設業法、倉庫業法、関税法、下請代金支払遅延等防止法、労働者派遣法その他の関係法令の適用があり、必要

な事業許認可を受けております。 

また、当社グループは、自らトラック運送を行うとともにこれを外部事業者に委託していることから、排気ガスに

ついて「自動車から排出される窒素酸化物および粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法

（自動車ＮＯｘ・ＰＭ法）」の適用および各都道府県の定める「生活環境保全条例」等の規制の対象となっておりま

す。当社グループといたしましては、環境対策の一貫として積極的に取り組み、規制適合車両への更新、ＤＰＦ（粒

子状物質減少装置）の装着、車両の再配置等により遵法を確保する一方、輸配送の合理化・ 適化を推し進め、コス

トへの影響を 小に止める方針であります。 

これら、当社グループの事業許認可に関して適用のある法令等につきましては、社会情勢の変化等に応じて今後も

適宜、改正ないし解釈の変更等が行われる可能性があります。今後、規制内容の変更が生じた場合には、コストの増

加その他、当社グループの事業展開および業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 
４）国際展開について 

当社グループは、顧客の生産拠点の海外移転等に対応し、日本国外に進出しております。これらの地域への進出に

は以下に掲げるようなリスクが内在しております。 

①政治または法規制の変化 

②急激な経済変動 

③物流インフラ整備の遅延 

④為替レートの大幅な変動 

⑤テロ、戦争、その他の要因による社会的混乱 
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２.企業集団の状況 

 
当社グループは、当社、子会社10社および関連会社１社により構成されており、物流ソリューションビジネスを事業の

中核としてお客様の多様化する物流分野でのご要望にお応えするべく、様々な物流サービス事業を行っております。 

なお、当社は、富士電機ホールディングス株式会社と株式会社豊田自動織機の関連会社であります。 

 

 当社グループの事業内容および事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。 

＜国内物流事業＞ 当社は、国内物流子会社４社および関連会社１社と連携し、国内における運送、包装、保管お

よび付随する物流業務の一括アウトソーシングの引受等の物流サービスを行っております。 

＜その他事業＞ 当社は、海外子会社６社と連携し、輸出入貨物取扱業務、海外輸送および海外現地作業等を

行っております。また、国内における物流システムおよび機器・資材の販売等を行っておりま

す。 

 

〔事業系統図〕 

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．上記子会社は、すべて連結子会社であります。 

２．富士物流（深圳）社は、平成20年11月に清算を完了いたしました。 

 

富士電機グループ 顧    客 

〈関連会社〉 

ＴＦロジスティクス㈱ 

〈その他の関係会社〉 

富士電機 

ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 

〈その他の関係会社〉

㈱豊田自動織機 

〈
主
要
株
主
〉 

富士物流㈱ 

〈
主
要
株
主
〉

出資 出資

 

東 京 重 機 運 輸 ㈱ 

エスアイアイ・ロジスティクス㈱ 

富 士 物 流 ｵﾍﾟ ﾚ ｰ ｼ ｮ ﾝ ｽ ﾞ㈱ 

富 士 物 流 サ ポ ー ト ㈱ 

＜子会社＞ 

（国内物流事業） 

＜子会社＞ 

（その他事業） 

富 士 国 際 貨 運 （ 中 国 ）社 

富士物流（大連保税区） 社 

富 士 物 流 （ 上 海 ）社 

富 士 物 流 （ 香 港 ）社 

富 士 物 流 マ レ ー シ ア社 

富 士 物 流 ヨ ー ロ ッ パ社 
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは、総合物流企業として 先端の総合物流サービスを創造し、地域・お客様・パートナーとの信頼関係

を深め、社会に貢献する企業を目指して経営に取り組んでおります。 

当社グループは、長期ビジョンに「３ＰＬのリーディングカンパニーとなる」ことを掲げております。「ステークホ

ルダー全てにとってかけがえのない存在となる」ことを使命とし、「挑戦・変革・行動」の行動指針のもと、提案力に

優れた物流企業になることを目指しております。 

 

（２）目標とする経営指標 

現在、具体的な経営指標等を有しておりません。ＩＴ革命によるサプライチェーンの急速な進展は、料金収受構造等

を急激に変化させており、現状では同業他社と比較可能な指標の選択あるいは独自の指標の創出は困難なものとなって

おります。 

 

（３）中長期的な経営戦略ならびに会社の対処すべき課題 

当社グループは、平成18年６月に３ヶ年（平成18年度～平成20年度）の中期経営計画を発表し、業容の拡大に積極的

に取り組んでまいりました。 

今日、お客様の物流分野での課題は、価格競争、ボーダレスな事業展開、リードタイムの短縮化等があげられます。

これらの課題の解決が、お客様のビジネスの成否・存続を強く決定づけるものとなっております。 

当社グループは「ステークホルダー全てにとってかけがえのない存在となる」ことを目指し、「挑戦・変革・行動」

を行動指針として、厳しい競争の中でお客様にご満足いただける物流サービスを提供してまいりました。 

詳細につきましては当社ホームページをご覧下さい。（ http://www.fujibuturyu.co.jp/ ） 

なお、新たな中期経営計画は、現在策定中であり、策定次第、発表する予定であります。 

 

（４）中期経営計画の進捗状況 

中期経営計画 終年度（３年目）は、世界的規模での景気後退や急速な円高の進行等、当社グループを取り巻く経営

環境は極めて厳しい状況で推移いたしました。 

このような中、当社グループの主要顧客である、電機メーカー、情報機器メーカー、工業用ミシンメーカー、エレ

ベータメーカー等各社の荷動きが急速かつ大幅に低下いたしました。 

このため、営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益とも計画を大きく下回りました。 

営業収益は、当初計画値500億円に対し、387億50百万円となりました。 

経常利益は、計画値17億50百万円に対し、５億14百万円、当期純利益は、計画値７億50百万円に対し、１億３百万円

となりました。 

平成19年３月期（中期計画初年度）                     （単位 百万円） 

 
 中期計画 

（Ｈ18.6.16発表） 

業績予想 

（Ｈ18.4.27発表） 

実績 

（Ｈ19.4.26発表） 

営 業 収 益 ４１,５００ ４１,５００ ４１,４８８

経 常 利 益 ８３０ ８３０ ９３８

経 常 利 益 率 ２.０％ ２.０％ ２.３％

当 期 純 利 益 ３５０ ３５０ ４３８

平成20年３月期（中期計画中間年度）                    （単位 百万円） 

 
 中期計画 

（Ｈ18.6.16発表） 

業績予想 

（Ｈ19.4.26発表） 

実績 

（Ｈ20.4.25発表） 

営 業 収 益 ４５，０００ ４３，０００ ４１，８７１

経 常 利 益 １，２００ １，１００ １，２１２

経 常 利 益 率 ２．７％ ２．５％ ２．９％

当 期 純 利 益 ４５０ ４８０ ４８１

平成21年３月期（中期計画 終年度）                    （単位 百万円） 

  中期計画 

（Ｈ18.6.16発表）

業績予想 

（Ｈ21.2.18発表）

実績 

（Ｈ21.4.27発表）

営 業 収 益 ５０，０００ ３９，０００ ３８，７５０

経 常 利 益 １，７５０ ５００ ５１４

経 常 利 益 率 ３．５％ １．３％ １．３％

当 期 純 利 益 ７５０ １００ １０３
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4.連結財務諸表 
(1)連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 986,167 1,086,912

受取手形及び営業未収入金 11,585,573 9,253,395

原材料及び貯蔵品 － 162,563

たな卸資産 288,524 －

繰延税金資産 304,766 227,873

預け金 1,312,849 1,031,884

その他 869,748 911,149

貸倒引当金 △8,182 △4,718

流動資産合計 15,339,447 12,669,060

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,066,772 3,809,293

機械装置及び運搬具 318,344 260,607

土地 5,150,033 5,150,033

その他 395,818 363,384

有形固定資産合計 9,930,969 9,583,318

無形固定資産   

ソフトウエア 487,048 496,172

のれん 197,453 169,245

その他 68,051 67,130

無形固定資産合計 752,553 732,549

投資その他の資産   

投資有価証券 148,101 83,911

繰延税金資産 980,801 945,341

差入保証金 979,133 987,321

その他 39,087 38,677

貸倒引当金 △800 △600

投資その他の資産合計 2,146,323 2,054,652

固定資産合計 12,829,845 12,370,520

資産合計 28,169,293 25,039,580
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 6,955,539 5,171,335

短期借入金 3,088,333 3,723,199

未払法人税等 346,713 35,138

役員賞与引当金 20,720 16,890

その他 1,702,872 1,278,132

流動負債合計 12,114,178 10,224,695

固定負債   

長期借入金 2,264,166 1,307,000

繰延税金負債 56,133 95,560

退職給付引当金 2,216,109 2,171,875

役員退職慰労引当金 259,297 －

その他 10,956 216,615

固定負債合計 4,806,662 3,791,051

負債合計 16,920,840 14,015,747

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,979,675 2,979,675

資本剰余金 2,595,317 2,595,575

利益剰余金 5,572,908 5,456,753

自己株式 △114,187 △116,717

株主資本合計 11,033,713 10,915,286

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14,336 △9,696

繰延ヘッジ損益 － △26

為替換算調整勘定 52,826 △59,511

評価・換算差額等合計 38,489 △69,234

少数株主持分 176,248 177,781

純資産合計 11,248,452 11,023,833

負債純資産合計 28,169,293 25,039,580
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(2)連結損益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業収益 41,871,467 38,750,204

営業原価 37,529,384 35,281,875

営業総利益 4,342,082 3,468,328

販売費及び一般管理費 3,080,351 2,905,189

営業利益 1,261,731 563,139

営業外収益   

受取利息 8,063 5,896

受取配当金 2,237 2,434

自動販売機設置収入 5,981 5,252

生命保険配当金 6,713 2,673

その他 32,495 30,422

営業外収益合計 55,492 46,678

営業外費用   

支払利息 66,540 59,754

固定資産処分損 17,439 7,475

為替差損 11,275 20,770

その他 9,959 7,790

営業外費用合計 105,215 95,791

経常利益 1,212,008 514,026

特別利益   

子会社清算益 － 8,090

特別利益 － 8,090

特別損失   

投資有価証券評価損 30,640 71,866

倉庫移転損 124,432 15,993

固定資産除売却損 16,367 －

特別損失合計 171,441 87,860

税金等調整前当期純利益 1,040,566 434,256

法人税、住民税及び事業税 549,065 176,631

法人税等調整額 △12,107 148,889

法人税等合計 536,957 325,520

少数株主利益 22,344 5,282

当期純利益 481,264 103,453
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(3)連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,979,675 2,979,675

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,979,675 2,979,675

資本剰余金   

前期末残高 2,595,297 2,595,317

当期変動額   

自己株式の処分 20 257

当期変動額合計 20 257

当期末残高 2,595,317 2,595,575

利益剰余金   

前期末残高 5,311,318 5,572,908

当期変動額   

剰余金の配当 △219,673 △219,607

当期純利益 481,264 103,453

当期変動額合計 261,590 △116,154

当期末残高 5,572,908 5,456,753

自己株式   

前期末残高 △112,202 △114,187

当期変動額   

自己株式の取得 △2,026 △3,329

自己株式の処分 41 799

当期変動額合計 △1,985 △2,529

当期末残高 △114,187 △116,717

株主資本合計   

前期末残高 10,774,088 11,033,713

当期変動額   

剰余金の配当 △219,673 △219,607

当期純利益 481,264 103,453

自己株式の取得 △2,026 △3,329

自己株式の処分 61 1,057

当期変動額合計 259,625 △118,427

当期末残高 11,033,713 10,915,286
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △6,377 △14,336

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,959 4,639

当期変動額合計 △7,959 4,639

当期末残高 △14,336 △9,696

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △26

当期変動額合計 － △26

当期末残高 － △26

為替換算調整勘定   

前期末残高 46,932 52,826

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,894 △112,337

当期変動額合計 5,894 △112,337

当期末残高 52,826 △59,511

評価・換算差額等合計   

前期末残高 40,554 38,489

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,064 △107,724

当期変動額合計 △2,064 △107,724

当期末残高 38,489 △69,234

少数株主持分   

前期末残高 157,752 176,248

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,496 1,532

当期変動額合計 18,496 1,532

当期末残高 176,248 177,781

純資産合計   

前期末残高 10,972,396 11,248,452

当期変動額   

剰余金の配当 △219,673 △219,607

当期純利益 481,264 103,453

自己株式の取得 △2,026 △3,329

自己株式の処分 61 1,057

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16,431 △106,191

当期変動額合計 276,056 △224,618

当期末残高 11,248,452 11,023,833
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(4)連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,040,566 434,256

減価償却費 864,588 832,559

退職給付引当金の増減額（△は減少） △91,110 △44,233

受取利息及び受取配当金 △10,301 △8,330

支払利息 66,540 59,754

売上債権の増減額（△は増加） 82,329 2,230,312

仕入債務の増減額（△は減少） 14,217 △1,634,511

その他 △28,689 △103,450

小計 1,938,140 1,766,357

利息及び配当金の受取額 9,845 9,013

利息の支払額 △66,688 △63,390

法人税等の支払額 △636,044 △636,469

法人税等の還付額 1,452 418

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,246,705 1,075,928

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △3,574 －

有価証券の売却による収入 833 57

有形固定資産の取得による支出 △379,697 △468,268

有形固定資産の売却による収入 2,220 3,542

無形固定資産の取得による支出 △181,058 △172,884

その他 139,570 △13,568

投資活動によるキャッシュ・フロー △421,706 △651,121

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） △80,000 240,000

長期借入れによる収入 － 47,000

長期借入金の返済による支出 △207,571 △606,398

社債の償還による支出 △600,000 －

自己株式の売却による収入 62 1,057

自己株式の取得による支出 △2,026 △3,329

配当金の支払額 △219,425 △219,017

その他 △3,750 △3,750

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,112,711 △544,438

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,809 △60,588

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △280,903 △180,220

現金及び現金同等物の期首残高 2,579,920 2,299,017

現金及び現金同等物の期末残高 2,299,017 2,118,797
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（５）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 
 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

１．連結の範囲に関する事項 

    全ての子会社10社を連結しております。 

なお、富士物流（深圳）社は当連結会計年度中に清算結了したため、上記連結子会社の数には含まれていな

いが、清算結了日までの損益計算書については連結しております。 

       

２．会計処理基準の変更 

（会計方針の変更） 

       たな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりましたが、当連結会計年度よ

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。これによる損益への影響はありません。 

   

      当連結会計年度より「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。なお、この変更による損益への影響はありません。 

 

当連結会計年度より、「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））を適

用しております。なお、この変更による損益への影響はありません。 

 

なお、上記以外は、 近の有価証券証券報告書（平成20年６月24日提出）における記載から重要な変更がないため

開示を省略しております。 

 

（開示の省略） 

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプショ

ン等、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示

を省略しております。 

 

（７）連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報） 

 (1)事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）           （単位 百万円） 

 国 内 物 流 そ の 他 計 消去又は全社 連 結

Ⅰ．営業収益及び営業損益 

営 業 収 益          

(1)外部顧客に対する営業収益 ３２，７０７ ９，１６３ ４１，８７１ － ４１，８７１

(2)セグメント間の内部営業収益又は振替高 － ２８ ２８ （２８） －

計 ３２，７０７ ９，１９２ ４１，８９９ （２８） ４１，８７１

営 業 費 用          ３１，７４２ ８，８９５ ４０，６３７ （２８） ４０，６０９

営 業 利 益          ９６５ ２９６ １，２６１ （０） １，２６１

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出 

資       産 ２１，５７５ ３，５５０ ２５，１２５ ３，０４３ ２８，１６９

減 価 償 却 費 ８０３ ６２ ８６５ （１） ８６４

資 本 的 支 出 ５３９ ３８ ５７８ （１） ５７７

（注）  ①事業区分の方法 

事業は、営業収益集計区分によって区分しております。 

  ②各事業区分の主な事業内容は下記のとおりであります。 

 

 ＜国内物流事業＞ 国内における運送、包装、保管事業 

 ＜その他事業＞         海外との輸出入貨物取扱事業及び海外現地物流事業 

                  物流システム及び機器・資材の販売業 

③資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は３，０６７百万円であります。その主な 

内容は当社の余資運用資金（預金・預け金）及び繰延税金資産であります。 
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）           （単位 百万円） 

 国 内 物 流 そ の 他 計 消去又は全社 連 結

Ⅰ． 営業収益及び営業損益 

 営 業 収 益          

(1) 外部顧客に対する営業収益 ３０，５１７ ８，２３２ ３８，７５０ － ３８，７５０

(2) セグメント間の内部営業収益又は振替高 － ３８ ３８ （３８） －

 計 ３０，５１７ ８，２７０ ３８，７８８ （３８） ３８，７５０

 営 業 費 用          ３０，０２０ ８，２０５ ３８，２２５ （３８） ３８，１８７

 営 業 利 益          ４９７ ６５ ５６３ ０ ５６３

Ⅱ． 資産、減価償却費及び資本的支出 

 資       産 １９，３７８ ２，８４５ ２２，２２３ ２，８１５ ２５，０３９

 減 価 償 却 費 ７７１ ６３ ８３４ （１） ８３２

 資 本 的 支 出 ４１７ １１２ ５３０ （１） ５２８

（注）  ①事業区分の方法 

事業は、営業収益集計区分によって区分しております。 

  ②各事業区分の主な事業内容は下記のとおりであります。 

 ＜国内物流事業＞ 国内における運送、包装、保管事業 

 ＜その他事業＞         海外との輸出入貨物取扱事業及び海外現地物流事業 

                  物流システム及び機器・資材の販売業 

③資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は２，８４０百万円であります。その主な 

内容は当社の余資運用資金（預金・預け金）及び繰延税金資産であります。 

 
(2)所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 本邦の営業収益及び資産の金額は、全セグメントの営業収益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計

額に占める割合がいずれも９０％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

当連結会計年度（自 平成20年 ４月１日 至 平成21年 ３月31日） 

本邦の営業収益及び資産の金額は、全セグメントの営業収益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計

額に占める割合がいずれも９０％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

(3)海外売上高 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

海外売上高は連結営業収益の１０％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

海外売上高は連結営業収益の１０％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 
（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
自 平成19年 ４月１日 
至 平成20年 ３月31日 

当連結会計年度 
自 平成20年 ４月１日 
至 平成21年 ３月31日 

１株当たり純資産額 ４５３．７２円 １株当たり純資産額 ４４４．５８円

１株当たり当期純利益金額 １９．７２円 １株当たり当期純利益金額 ４．２４円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 

 

（注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前連結会計年度 
自 平成19年 ４月１日 
至 平成20年 ３月31日 

当連結会計年度 
自 平成20年 ４月１日 
至 平成21年 ３月31日 

当期純利益（百万円） ４８１ １０３ 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益（百万円） ４８１ １０３ 

期中平均株式数（千株） ２４，４０６ ２４，３９８ 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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5.個別財務諸表 
(1)貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 468,829 634,926

受取手形 764,578 604,155

営業未収入金 9,503,010 7,744,577

原材料及び貯蔵品 － 148,021

貯蔵品 270,402 －

前払費用 270,210 306,886

繰延税金資産 216,292 152,844

預け金 1,312,849 1,031,884

未収入金 569,010 503,544

その他 156,915 186,768

貸倒引当金 △2,500 △700

流動資産合計 13,529,599 11,312,908

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,837,265 3,568,931

構築物 83,927 76,564

機械及び装置 169,436 144,075

車両運搬具 64,999 60,713

工具、器具及び備品 357,915 325,321

土地 4,401,328 4,401,328

有形固定資産合計 8,914,873 8,576,935

無形固定資産   

借地権 22,119 22,119

ソフトウエア 459,952 465,593

電話加入権 33,099 33,099

商標権 6,324 5,285

その他 4,631 4,749

無形固定資産合計 526,126 530,846

投資その他の資産   

投資有価証券 148,101 83,911

関係会社株式 1,352,302 1,369,050

出資金 4,510 4,510

長期前払費用 1,289 566

繰延税金資産 978,432 942,322

差入保証金 940,340 961,371

その他 28,847 28,847

投資その他の資産合計 3,453,824 3,390,580

固定資産合計 12,894,824 12,498,363

資産合計 26,424,424 23,811,271
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 523,218 433,377

営業未払金 5,843,816 4,490,819

短期借入金 2,400,000 2,600,000

1年内返済予定の長期借入金 600,000 1,000,000

未払金 584,126 374,199

未払費用 484,012 397,243

未払法人税等 299,825 28,106

未払消費税等 53,115 16,253

前受金 80,110 73,693

預り金 108,255 91,316

役員賞与引当金 20,720 16,890

その他 11,156 7,797

流動負債合計 11,008,355 9,529,697

固定負債   

長期借入金 2,260,000 1,260,000

退職給付引当金 2,107,370 2,074,687

役員退職慰労引当金 259,297 －

その他 － 210,737

固定負債合計 4,626,667 3,545,424

負債合計 15,635,022 13,075,122

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,979,675 2,979,675

資本剰余金   

資本準備金 2,595,155 2,595,155

その他資本剰余金 162 420

資本剰余金合計 2,595,317 2,595,575

利益剰余金   

利益準備金 282,984 282,984

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金 12,411 9,604

別途積立金 3,314,000 3,314,000

繰越利益剰余金 1,733,536 1,680,750

利益剰余金合計 5,342,932 5,287,339

自己株式 △114,187 △116,717

株主資本合計 10,803,737 10,745,872

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14,336 △9,696

繰延ヘッジ損益 － △26

評価・換算差額等合計 △14,336 △9,723

純資産合計 10,789,401 10,736,148

負債純資産合計 26,424,424 23,811,271
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(2)損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業収益   

運送事業収益 15,070,970 14,461,956

包装事業収益 5,213,411 4,692,006

保管事業収益 9,673,458 9,407,366

その他の営業収益 6,093,587 5,632,348

営業収益合計 36,051,428 34,193,677

営業原価   

運送事業費 13,583,965 13,046,891

包装事業費 4,300,951 4,036,750

保管事業費 9,087,531 8,900,408

その他事業費 5,422,494 5,235,660

営業原価合計 32,394,943 31,219,710

営業総利益 3,656,485 2,973,966

販売費及び一般管理費   

人件費 1,739,003 1,623,618

役員退職慰労引当金繰入額 117,800 －

賃借料 99,352 105,193

旅費及び交通費 109,890 104,031

電算費 48,874 －

減価償却費 95,670 100,934

その他 473,741 540,028

販売費及び一般管理費合計 2,566,534 2,473,806

営業利益 1,089,951 500,160

営業外収益   

受取利息 5,734 4,570

受取配当金 44,010 46,922

生命保険配当金 6,713 2,673

その他 37,109 34,832

営業外収益合計 93,568 88,998

営業外費用   

支払利息 57,713 56,426

社債利息 4,743 －

為替差損 2,219 7,013

固定資産処分損 13,474 6,926

その他 7,956 4,480

営業外費用合計 86,106 74,846

経常利益 1,097,412 514,312
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別損失   

投資有価証券評価損 30,640 71,866

関係会社株式評価損 44,728 49,000

倉庫移転損 124,432 －

固定資産除却損 16,367 －

特別損失合計 216,169 120,866

税引前当期純利益 881,243 393,445

法人税、住民税及び事業税 457,000 133,000

法人税等調整額 △7,070 96,430

法人税等合計 449,929 229,430

当期純利益 431,314 164,014
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(3)株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,979,675 2,979,675

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,979,675 2,979,675

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,595,155 2,595,155

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,595,155 2,595,155

その他資本剰余金   

前期末残高 142 162

当期変動額   

自己株式の処分 20 257

当期変動額合計 20 257

当期末残高 162 420

資本剰余金合計   

前期末残高 2,595,297 2,595,317

当期変動額   

自己株式の処分 20 257

当期変動額合計 20 257

当期末残高 2,595,317 2,595,575

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 282,984 282,984

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 282,984 282,984

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金   

前期末残高 13,345 12,411

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 △934 △2,806

当期変動額合計 △934 △2,806

当期末残高 12,411 9,604

別途積立金   

前期末残高 3,314,000 3,314,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,314,000 3,314,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,520,961 1,733,536

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 934 2,806

剰余金の配当 △219,673 △219,607

当期純利益 431,314 164,014

当期変動額合計 212,575 △52,786

当期末残高 1,733,536 1,680,750

利益剰余金合計   

前期末残高 5,131,291 5,342,932
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △219,673 △219,607

当期純利益 431,314 164,014

当期変動額合計 211,640 △55,593

当期末残高 5,342,932 5,287,339

自己株式   

前期末残高 △112,202 △114,187

当期変動額   

自己株式の取得 △2,026 △3,329

自己株式の処分 41 799

当期変動額合計 △1,985 △2,529

当期末残高 △114,187 △116,717

株主資本合計   

前期末残高 10,594,062 10,803,737

当期変動額   

剰余金の配当 △219,673 △219,607

当期純利益 431,314 164,014

自己株式の取得 △2,026 △3,329

自己株式の処分 61 1,057

当期変動額合計 209,675 △57,865

当期末残高 10,803,737 10,745,872

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △6,461 △14,336

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,875 4,639

当期変動額合計 △7,875 4,639

当期末残高 △14,336 △9,696

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △26

当期変動額合計 － △26

当期末残高 － △26

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △6,461 △14,336

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,875 4,612

当期変動額合計 △7,875 4,612

当期末残高 △14,336 △9,723

純資産合計   

前期末残高 10,587,600 10,789,401

当期変動額   

剰余金の配当 △219,673 △219,607

当期純利益 431,314 164,014

自己株式の取得 △2,026 △3,329

自己株式の処分 61 1,057

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,875 4,612

当期変動額合計 201,800 △53,252

当期末残高 10,789,401 10,736,148
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（４）継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 
 
 
 

６.その他  

（１）役員の異動 

役員の異動に関しましては、現在、未定であります。 

決定次第、「決算発表資料の追加（役員の異動）」として発表いたします（発表予定：平成21年５月22日）。 

 

 

（２）その他 

  該当事項はありません。 
 

富士物流株式会社（9061）　平成21年3月期決算短信

24



 「フジパックン」は、富士物流のキャラクターです 

 

   9061 富士物流株式会社  2009 年 3 月期（08/4～09/3）決算短信（連結） 
 

  第 1 四半期 第 2 四半期(累計) 第 3 四半期(累計) 年 間 2010.3 月期業績予想 

  08.3月期 09.3月期 08.3月期 09.3月期 08.3月期 09.3月期 08.3月期 09.3月期  第 2四半期
(累計) 

 年間  

  
(07.4～

07.6) 

(08.4～

08.6) 

(07.4～

07.9) 

(08.4～

08.9) 

(07.4～

07.12) 

(08.4～

08.12) 

(07.4～

08.3) 

(08.4～

09.3) 

対前期 

増 減 

(09.4～

09.9) 

対前期 

増 減 

(09.4～

10.3) 

対前期 

増 減 

   実 績 実 績 実 績 実 績 実 績 実 績 実 績 実 績  業績予想  業績予想  

営業収益 (百万円) 10,068 10,402 20,091 20,600 30,674 30,242 41,871 38,750 △3,121 17,500 △3,100 35,000 △3,750 

 一般顧客 (百万円) 5,077 5,115 10,369 10,308 15,868 15,317 21,577 19,615 △1,962 9,300 △1,008 19,100 △515 

 （構成比） (％) 50.4 49.2 51.6 50.0 51.7 50.6 51.5 50.6 △0.9 53.1 3.1 54.6 4.0 

 富士電機ｸﾞﾙｰﾌﾟ (百万円) 4,990 5,286 9,722 10,291 14,806 14,925 20,294 19,134 △1,159 8,200 △2,091 15,900 △3,234 

 （構成比） (％) 49.6 50.8 48.4 50.0 48.3 49.4 48.5 49.4 0.9 46.9 △3.1 45.4 △4.0 

営業利益 (百万円) 231 323 414 475 827 551 1,261 563 △698 50 △425 500 △63 

経常利益 (百万円) 226 306 396 447 790 517 1,212 514 △697 50 △397 450 △64 

当期(四半期)純利益 (百万円) 107 127 129 176 332 186 481 103 △377 0 △176 150 46 

1 株当たり当期(四半期)純利益 (円) 4.41 5.21 5.30 7.22 13.60 7.65 19.72 4.24 △15.48 0.00 △7.22 6.15 1.91 

1 株当たり当期(中間)配当額 (円) － － 4.00 4.00 － － 9.00 7.00 △2.00 3.00 △1.00 7.00 － 

総資産額 (百万円) 28,347 27,185 28,144 26,415 28,087 26,293 28,169 25,039 △3,129   

純資産額 (百万円) 10,959 11,220 11,003 11,282 11,082 11,157 11,248 11,023 △224   

自己資本比率 （％） 38.1 40.6 38.5 42.0 38.9 41.7 39.3 43.3 4.0   

1 株当たり純資産額 (円) 442.56 452.63 444.12 455.09 447.20 449.88 453.72 444.58 △9.14   

利益剰余金 (百万円) 5,296 5,577 5,318 5,627 5,423 5,539 5,572 5,456 △116   

有利子負債 (百万円) 6,457 5,413 6,316 4,882 6,036 5,060 5,352 5,030 △322   

営業 CF (百万円) 11 △180 544 444 627 312 1,246 1,075 △170   

投資 CF (百万円) △90 △177 △144 △385 △312 △483 △421 △651 △229   

財務 CF (百万円) 91 △64 △50 △596 △428 △515 △1,112 △544 568   

現金同等物 (百万円) 2,593 1,848 2,949 1,754 2,469 1,588 2,299 2,118 △180   

設備投資額 (百万円) 79 131 275 294 414 389 577 528 △48   

減価償却費 (百万円) 208 199 421 408 639 620 864 832 △32   

従業員数 (人) 1,036 1,057 1,039 1,062 1,045 1,061 1,035 1,038 3   

注１．業績予想については、当社が現時点で合理的と判断した一定の前提に基づいたものであり、実際の業績は見通しと異なることがありえます。 
注２．１株当たり当期純利益の算出にあたり、予想値については 2009 年３月期末の期末発行済株数を使用しております。 

（単位：百万円） 
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