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1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年5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 ％

22年2月期第1四半期 2,328 ― 173 ― 181 ― 103 ―

21年2月期第1四半期 2,500 16.9 158 42.8 157 9.0 91 47.5

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

22年2月期第1四半期 4,389.98 4,354.15
21年2月期第1四半期 3,783.12 3,714.43

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

22年2月期第1四半期 2,259 1,572 69.2 66,323.26
21年2月期 2,297 1,554 67.3 65,571.90

（参考） 自己資本  22年2月期第1四半期  1,564百万円 21年2月期  1,546百万円

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

21年2月期 ― 0.00 ― 4,500.00 4,500.00
22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

0.00 ― 4,500.00 4,500.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28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  無  
 

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

5,408 ― 213 ― 225 ― 121 ― 5,158.46

通期 11,634 16.3 579 1.2 604 0.2 359 0.1 15,256.51
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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  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．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．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、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。 

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） 22年2月期第1四半期 24,390株 21年2月期 24,390株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期 800株 21年2月期 800株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 23,590株 21年2月期第1四半期 24,111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1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界経済の急激な落ち込みによって、自動車や電機などの輸出企

業を中心に企業業績が急速に悪化するとともに、雇用情勢や所得環境の悪化は個人消費の低迷を招き、国内景気は低

調なまま推移いたしました。 

また、当社グループが属するフォワーダー業界におきましても、国内景気の落込みによる企業の在庫調整や、個人

消費の低迷、さらには新型インフルエンザの影響は個人消費をますます落ち込ませる結果となり、国際貨物の輸送量

はこれまでの右肩上がりから一変して大きく減少する結果となり、非常に厳しい事業環境となりました。 

このような状況下、当社グループの主力とする日中間の海上貨物輸送におきましては、国内消費の低迷からアパレ

ルを中心とした既存顧客の貨物量が減少し、取扱コンテナ本数は前年同期を割り込む結果となりました。 

一方、利益面におきましては、仕入運賃価格及び国内物流コストの削減から、利益率は前年同期比4.5ポイント改善

し、営業収益の減収を補完する結果となりました。 

以上の結果、当第1四半期連結累計期間における営業収益は2,328百万円、営業利益173百万円、経常利益181百万

円、四半期純利益103百万円となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は次の通りであります。 

①日本 

海上輸送におきましては、個人消費の落込みによる輸入貨物の減少から、輸入FCL貨物の取扱量は前年同期比8.6％

減少の19,301TEUとなりました。航空輸送におきましては、新型インフルエンザによるマスク等の特需の影響もあり、

前年同期比8.8％増加の372トンとなりました。また、通関受注におきましては、前年同期比31.8％増加の5,512件と堅

調に推移いたしました。 

以上の結果、日本における営業収益は2,114百万円、営業利益は158百万円となりました。 

②中国・香港 

日本の国内景気の低迷から日本向け貨物が減少した結果、営業収益は206百万円、営業利益は8百万円となりまし

た。 

③東南アジア 

中国・香港と同様に日本向け貨物が減少した結果、営業収益は7百万円、営業利益は0百万円となりました。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第1四半期連結会計期間における総資産は、前連結会計年度末に比べ38百万円減少し2,259百万円となりました。

これは主に、売掛金が88百万円増加した一方で現金及び預金が35百万円、有価証券が99百万円減少したことによるも

のであります。 

負債総額は、前連結会計年度末に比べ56百万円減少し686百万円となりました。これは主に、買掛金が41百万円増加

した一方で1年内償還予定の社債100百万円の償還によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ18百万円増加し1,572百万円となりました。これは主に、剰余金の処分106百万

円があった一方で為替換算調整勘定が20百万円増加したこと及び四半期純利益103百万円を計上したことによるもので

あります。 

  

(2) 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（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末比べ134百

万円増加し、1,219百万円となりました。 

  

当第1四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの内訳は次の通りであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果、獲得した資金は51百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が181百万円に対

し、法人税等の支払額115百万円等の資金の減少要因によるものであります。 
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(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果、獲得した資金は260百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入170百万円及び

有価証券の売却による収入100百万円等の資金の増加要因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、支出した資金は197百万円となりました。これは社債の償還による支出100百万円及び配当金の支

払額97百万円の資金の減少要因によるものであります。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報 

当第1四半期連結累計業績につきましては、個人消費の低迷から取扱貨物量は減少し、営業収益は前年同期に比べ減

収に至りましたが、仕入コスト削減等の結果、利益面においては順調に推移いたしました。 

但し、第2四半期以降は、引続き個人消費の低迷や為替動向の不確定要素もあり、現時点では、平成21年4月3日に公

表しました第2四半期累計期間及び通期の業績予想値を修正しておりません。なお、今後、業績予想に修正が生じた際

には、速やかに開示を行ってまいります。 

  
  
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 

１．簡便な会計処理 

① 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

によっております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

   該当事項はありません。 

  

(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．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）、「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日以降開始する連結会

計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することになったことに伴い、当第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。 

  なお、リース取引開始日が適用初年度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。 

 この変更に伴う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」（実務対応報告第18号 平成18

年5月17日）を当第1四半期連結会計期間から適用しております。 

 この変更に伴う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：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５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21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,219,785 1,254,800

売掛金 512,288 423,555

有価証券 － 99,873

その他 106,813 103,385

貸倒引当金 △3,313 △2,202

流動資産合計 1,835,574 1,879,413

固定資産   

有形固定資産 24,539 25,996

無形固定資産 44,125 46,045

投資その他の資産   

投資有価証券 199,242 199,103

差入保証金 128,795 122,074

その他 29,390 28,126

貸倒引当金 △2,072 △3,016

投資その他の資産合計 355,355 346,288

固定資産合計 424,020 418,330

資産合計 2,259,594 2,297,744

負債の部   

流動負債   

買掛金 287,968 246,154

1年内償還予定の社債 － 100,000

未払法人税等 100,199 136,408

賞与引当金 22,489 25,925

役員賞与引当金 4,625 20,000

預り金 127,868 115,290

その他 93,709 54,188

流動負債合計 636,859 697,966

固定負債   

退職給付引当金 47,836 44,577

その他 2,219 951

固定負債合計 50,056 45,528

負債合計 686,915 743,495
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５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21年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 266,660 266,660

資本剰余金 217,110 217,110

利益剰余金 1,168,598 1,171,194

自己株式 △67,756 △67,756

株主資本合計 1,584,613 1,587,208

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △20,047 △40,367

評価・換算差額等合計 △20,047 △40,367

少数株主持分 8,112 7,407

純資産合計 1,572,678 1,554,248

負債純資産合計 2,259,594 2,297,744
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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：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

営業収益  

輸送事業収入 2,293,452

その他事業収入 34,615

営業収益合計 2,328,067

営業原価  

輸送事業仕入 1,690,867

その他事業仕入 29,370

営業原価合計 1,720,238

売上総利益 607,829

販売費及び一般管理費 434,145

営業利益 173,684

営業外収益  

受取利息 1,681

為替差益 4,303

長期未請求債務償却額 851

その他 1,343

営業外収益合計 8,180

営業外費用  

支払利息 129

事務所退去費用 256

その他 114

営業外費用合計 500

経常利益 181,364

税金等調整前四半期純利益 181,364

法人税、住民税及び事業税 83,645

法人税等調整額 △6,136

法人税等合計 77,508

少数株主利益 296

四半期純利益 103,559
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５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 181,364

減価償却費 7,320

長期前払費用償却額 100

貸倒引当金の増減額（△は減少） 167

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,436

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,375

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,259

受取利息 △1,681

支払利息 129

為替差損益（△は益） 303

預り金の増減額（△は減少） 12,578

売上債権の増減額（△は増加） △88,732

仕入債務の増減額（△は減少） 41,814

その他 27,656

小計 165,468

利息の受取額 1,971

利息の支払額 △555

法人税等の支払額 △115,101

営業活動によるキャッシュ・フロー 51,782

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 170,000

有価証券の売却による収入 100,000

有形固定資産の取得による支出 △1,039

無形固定資産の取得による支出 △2,500

差入保証金の差入による支出 △10,994

差入保証金の回収による収入 4,727

投資活動によるキャッシュ・フロー 260,193

財務活動によるキャッシュ・フロー  

社債の償還による支出 △100,000

配当金の支払額 △97,415

財務活動によるキャッシュ・フロー △197,415

現金及び現金同等物に係る換算差額 20,424

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 134,984

現金及び現金同等物の期首残高 1,084,800

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,219,785
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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。 

  

(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1四半期連結累計期間(自 平成21年3月１日 至 平成21年5月31日) 

当社及び連結子会社の事業は、国際貨物輸送事業ならびにこれらの附帯業務及びその他事業であり

ます。しかしながら、全セグメントの営業収益の合計及び営業利益の金額の合計額に占める国際貨物

輸送事業ならびにこれらの附帯業務の割合が90％を超えるため、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1四半期連結累計期間(自 平成21年3月１日 至 平成21年5月31日) 

 
(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．上記区分のうち、東南アジアに属する国又は地域の内訳は、タイであります。 

  

【海外営業収益】 

当第1四半期連結累計期間(自 平成21年3月１日 至 平成21年5月31日) 

 
(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．上記区分のうち、東南アジアに属する国又は地域の内訳は、タイであります。 

３．海外営業収益は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における営業収益であります。 

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  

日本 中国・香港 東南アジア 計 消去 連結

(千円) (千円) (千円) (千円) 又は全社 (千円)

(千円)

 営業収益

 (1) 外部顧客に対する 
   営業収益

2,114,862 206,062 7,142 2,328,067 ― 2,328,067

 (2) セグメント間の内部
8,888 245,525 5,438 259,853 （259,853） ―

      営業収益又は振替高

計 2,123,751 451,587 12,581 2,587,920 （259,853） 2,328,067

 営業利益 158,890 8,308 668 167,867 5,816 173,684

中国・香港 東南アジア 計

Ⅰ 海外営業収益(千円) 206,062 7,142 213,205

Ⅱ 連結営業収益(千円) － － 2,328,067

Ⅲ 連結営業収益に占める 
  海外営業収益の割合(％)

8.9 0.3 9.2
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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20年3月1日 至 平成20年5月31日） 

 
  

科目

前第1四半期連結累計期間

（平成21年２月期第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ 営業収益

  輸送事業収入 2,500,977

Ⅱ 営業原価

  輸送事業仕入 1,961,326

  売上総利益 539,650

Ⅲ 販売費及び一般管理費 381,607

  営業利益 158,042

Ⅳ 営業外収益

  １ 受取利息 1,102

  ２ デリバティブ評価益 44

  ３ 長期未請求債務償却額 1,043

  ４ その他 626

   営業外収益合計 2,817

Ⅴ 営業外費用

  １ 支払利息 401

  ２ 為替差損 2,209

  ３ その他 624

   営業外費用合計 3,235

  経常利益 157,624

  税金等調整前四半期純利益 157,624

  法人税等 65,964

  少数株主利益 443

  四半期純利益 91,216
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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20年3月1日 至 平成20年5月31日） 

前第1四半期連結会計期間

(平成21年２月期第１四半期）

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前第1四半期(当期)純利益 157,624

   減価償却費 3,752

   長期前払費用償却 85

   貸倒引当金の増減額（△は減少） 752

   賞与引当金の増減額（△は減少） △7,298

   役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,873

   退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,574

   受取利息 △1,102

   支払利息 401

   為替差損益（△は益） 96

   デリバティブ評価損益 △565

   預り金の増減額（△は減少） 39,521

   売上債権の増減額（△は増加） △97,799

   仕入債務の増減額（△は減少） 33,666

   その他 22,221

    小計 140,058

   利息の受取額 910

   利息の支払額 △401

   法人税等の支払額 △149,818

  営業活動によるキャッシュ・フロー △9,250

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の払戻による収入 99,997

   有価証券の取得による支出 △99,100

   有価証券の償還による収入 100,000

   無形固定資産の取得による支出 △109

      貸付金の回収による収入 140

   差入保証金の差入による支出 △2,693

   差入保証金の返還による収入 12

  投資活動によるキャッシュ・フロー 98,246

Ⅲ 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 52,875

   短期借入金の返済による支出 △9,421

   株式の発行による収入 797

   配当金の支払額 △74,042

  財務活動によるキャッシュ・フロー △29,791

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,131

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△は減少） 56,072

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,192,872

Ⅶ 現金及び現金同等物の第1四半期末(期末)残高 1,248,945
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セグメント情報 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年3月1日 至 平成20年5月31日） 

当社及び連結子会社の事業は、国際貨物輸送事業ならびにこれらの附帯業務の単一事業であります。従いまして、

開示対象となるセグメントはありませんので記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年3月1日 至 平成20年5月31日） 

 
(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．上記区分のうち、東南アジアに属する国又は地域の内訳は、タイであります。 

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はありません。 

  

【海外営業収益】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年3月1日 至 平成20年5月31日） 

 
(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．上記区分のうち、東南アジアに属する国又は地域の内訳は、タイであります。 

３．海外営業収益は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における営業収益であります。 

  

日本 中国・香港 東南アジア 計 消去 連結

(千円) (千円) (千円) (千円) 又は全社 (千円)

(千円)

 営業収益

 (1) 外部顧客に対する 
   営業収益

2,249,469 243,197 8,310 2,500,977 ― 2,500,977

 (2) セグメント間の内部
5,063 219,188 7,396 231,648 （231,648） ―

      営業収益又は振替高

計 2,254,533 462,385 15,707 2,732,626 （231,648） 2,500,977

 営業利益 135,446 13,006 815 149,268 8,774 158,042

中国・香港 東南アジア 計

Ⅰ 海外営業収益(千円) 243,197 8,310 251,507

Ⅱ 連結営業収益(千円) － － 2,500,977

Ⅲ 連結営業収益に占める 
  海外営業収益の割合(％)

9.7 0.3 10.0
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