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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 14,340 △10.7 744 24.1 736 22.4 318 △0.8
21年3月期第1四半期 16,060 ― 599 ― 601 ― 320 ―

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3月期第1四半期 32.98 ―
21年3月期第1四半期 32.24 ―

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3月期第1四半期 18,959 10,522 55.5 1,089.65
21年3月期 19,556 10,472 53.6 1,084.81

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  10,519百万円 21年3月期  10,472百万円

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3月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 37.00 37.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 29,680 △9.4 1,230 △0.4 1,190 △3.2 690 4.3 71.47

通期 65,500 0.5 3,150 9.2 3,090 8.3 1,780 18.3 184.38

-1-



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．その他をご覧下さい。 

(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．その他をご覧下さい。 

(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 
・本資料に記載されている業績見直し等の将来に対する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 
・業績予想の前提となる条件等については、４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） 22年3月期第1四半期 10,324,150株 21年3月期  10,324,150株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  670,318株 21年3月期  670,318株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期  9,653,832株 21年3月期第1四半期  9,953,927株

-2-



 
 

 

【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１四半期における国内経済は、世界同時不況の発生より時間が経過し、足元の経済状況は一旦底打ち

の様相を呈しておりますが、100年に一度といわれる大不況からの本格的な回復には至らず、経済環境の先行

きについては、依然として不透明な状況となっております。 

物流業界におきましても、日通総合研究所が発表した「2009年度経済・貨物輸送の見通し」では、総輸送

量は前年対比6.1％減と「Ｌ字型」の推移を予想しており1969年以来の50億トン割れの水準まで落ち込む可能

性が高いとされ、引続き厳しい状況にあります。 

このような情勢のもと当社グループは、物流情報サービス事業、ロジスティクスマネジメント事業及び貨

物運送事業をコア事業として営業上のシナジーを醸成し、新規顧客の開拓、品質・生産性と安全性の向上に

積極的に取組む一方、諸経費の節減等により経営のスリム化を図り、企業体質の強化に努めております。 

当第１四半期は、物流情報サービス事業における貨物情報量の低迷により営業収入は143億４千万円（前年

同期比10.7％減）となりましが、燃料費の低下や生産性の向上による収益改善の結果、営業利益は７億４千

４百万円（同24.1％増）、経常利益は７億３千６百万円（同22.4％増）となりました。一方で、火災の発生

に伴う特別損失の計上等もあり、四半期純利益は前連結会計期間と比較しほぼ横ばいの３億１千８百万円

（同0.8％減）となりました。 

 

事業のセグメントの業績は次のとおりであります。 

①物流情報サービス事業 

前期末から引き続き貨物情報量が低迷しており、減収減益となりました。 

②ロジスティクスマネジメント事業 

前期に開設した拠点の寄与、徹底した数値管理による、各拠点の生産性向上が図られたことにより増収増

益となりました。 

③貨物運送事業 

生協個人宅配部門が順調に推移していること、また車輌の稼働率向上による収益改善が図られたことによ

り増収増益となりました。 

④自動車整備事業 

車輌整備価格の低下、入庫台数の減少等により減収減益となりました。 

⑤アウトソーシング事業 

業務請負部門の受託量等が減少したものの、諸経費の削減等による改善が図られたことにより減収増益と

なりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ現金及び預金が12億６千９百万円減

少したこと等により、103億６千２百万円となりました。また固定資産は、稲沢ロジスティクスセンターの火

災に伴う建物・機械資産の除却等により２億８千６百万円減少し85億９千７百万円となりました。これらに

より総資産は、５億９千６百万円減少し189億５千９百万円になりました。 

流動負債は、短期借入金を５億円返済したこと等により、70億６千７百万円となりました。固定負債は、

１千７百万円減少し13億７千万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末と比べ４千９百万円増加し105億２千２百万円となり、自己資本比率は55.5％

となりました。 

 

当第１四半期連結会計期間末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

に比べ12億６千９百万円減少（前連結会計年度末は36億９千７百万円）し、24億２千８百万円となりました。 

営業活動の結果減少した資金は１億３千９百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の

増加５億７千３百万円、仕入債務の減少４億７千１百万円、法人税等の支払５億円等によるものであります。 

投資活動の結果使用した資金は２億２千８百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支

出２億６千１百万円等によるものであります。 

財務活動の結果使用した資金は９億１千１百万円となりました。これは主に、短期借入金の減少５億円、

配当金の支払３億３千７百万円等によるものであります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

当連結会計年度の業績予想は、平成21年４月27日に開示いたしました当期業績予想に対し、当年５月10日

に発生いたしました稲沢ロジスティクスセンターの火災に伴う特別損失、及び当年７月１日に株式譲渡契約

を締結いたしました株式会社エムエスケイの連結に伴う業績への寄与を加味し業績予想を見直した結果、予

想数値を修正するまでに至らなかったため第２四半期連結累計期間及び通期予想を変更しておりません。 

 

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） 

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 

 

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

 

２．たな卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度

末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却可

能価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

 

３．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。 

 

４．経過勘定項目の算定方法 

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

 

(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 

 

会計処理基準に関する事項の変更 

当第１四半期連結会計期間より、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年

12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年

12月27日）を適用し、当第１四半期連結会計期間より着手した契約について工事進行基準を適用して

おります。 

これによる営業総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利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６月30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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,428,450 3,697,597 

受取手形及び営業未収入金 6,439,532 6,344,718 

リース投資資産 5,137 5,109 

商品 2,694 2,725 

仕掛品 4,454 1,370 

貯蔵品 7,537 8,150 

前払費用 282,459 205,504 

繰延税金資産 67,130 202,581 

その他 1,141,061 220,285 

貸倒引当金 △15,864 △15,514 

流動資産合計 10,362,593 10,672,530 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,730,187 5,311,992 

減価償却累計額 △2,002,059 △2,185,599 

建物及び構築物（純額） 2,728,128 3,126,392 

機械装置及び運搬具 2,331,825 2,647,245 

減価償却累計額 △2,122,113 △2,273,939 

機械装置及び運搬具（純額） 209,712 373,305 

土地 2,785,060 2,653,319 

リース資産 808,533 737,061 

減価償却累計額 △132,639 △88,518 

リース資産（純額） 675,893 648,542 

建設仮勘定 178,219 70,287 

その他 341,096 337,686 

減価償却累計額 △239,075 △231,820 

その他（純額） 102,021 105,866 

有形固定資産合計 6,679,035 6,977,713 

無形固定資産   

リース資産 18,583 19,578 

その他 111,985 120,974 

無形固定資産合計 130,568 140,553 

投資その他の資産   

投資有価証券 352,367 284,690 

長期貸付金 3,259 3,308 

長期前払費用 2,455 2,745 

繰延税金資産 167,441 215,698 

差入保証金 1,069,230 1,066,869 
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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６月30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３月31日) 

その他 283,284 283,563 

貸倒引当金 △90,471 △91,351 

投資その他の資産合計 1,787,568 1,765,524 

固定資産合計 8,597,173 8,883,790 

資産合計 18,959,767 19,556,320 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 3,470,257 3,941,832 

短期借入金 1,120,000 1,620,000 

リース債務 195,889 179,688 

未払金 468,336 229,122 

未払費用 1,033,756 588,264 

未払法人税等 54,567 411,912 

未払消費税等 202,255 164,448 

賞与引当金 116,357 327,550 

役員賞与引当金 5,268 18,650 

その他 400,397 214,093 

流動負債合計 7,067,086 7,695,562 

固定負債   

長期借入金 185,000 215,000 

リース債務 564,329 551,060 

再評価に係る繰延税金負債 40,678 40,678 

退職給付引当金 120,201 118,296 

役員退職慰労引当金 126,103 123,308 

負ののれん 4,891 5,336 

その他 329,475 334,482 

固定負債合計 1,370,680 1,388,163 

負債合計 8,437,766 9,083,725 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,080,047 1,080,047 

資本剰余金 1,230,718 1,230,718 

利益剰余金 9,122,211 9,142,588 

自己株式 △1,050,624 △1,050,624 

株主資本合計 10,382,353 10,402,729 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 78,241 10,277 

土地再評価差額金 59,588 59,588 

為替換算調整勘定 △905 － 

評価・換算差額等合計 136,925 69,866 
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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６月30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３月31日) 

少数株主持分 2,722 － 

純資産合計 10,522,000 10,472,595 

負債純資産合計 18,959,767 19,556,320 
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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)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業収入 16,060,099 14,340,048 

営業原価 15,071,246 13,222,818 

営業総利益 988,853 1,117,229 

販売費及び一般管理費   

人件費 168,672 183,222 

（うち賞与引当金繰入額） 7,289 7,294 

（うち役員賞与引当金繰入額） 7,218 4,968 

（うち役員退職慰労引当金繰入額） 2,977 2,795 

減価償却費 10,097 12,922 

保険料 5,760 5,603 

施設利用料 19,659 26,099 

リース料 6,508 5,718 

租税公課 3,806 4,714 

旅費及び交通費 15,410 17,192 

交際費 11,633 5,622 

諸会費 3,088 2,484 

募集費 12,490 2,693 

貸倒引当金繰入額 2,824 420 

その他 129,221 106,125 

販売費及び一般管理費合計 389,172 372,819 

営業利益 599,680 744,409 

営業外収益   

受取利息 25 11 

受取配当金 686 593 

その他 12,487 10,360 

営業外収益合計 13,199 10,965 

営業外費用   

支払利息 5,809 15,252 

債権売却損 1,930 1,621 

持分法による投資損失 1,963 548 

その他 1,468 1,184 

営業外費用合計 11,173 18,606 

経常利益 601,706 736,769 

特別利益   

固定資産売却益 2,221 3,206 

前期損益修正益 － 8,660 

貸倒引当金戻入額 1,700 － 

特別利益合計 3,921 11,866 
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

特別損失   

固定資産売却損 774 50 

固定資産廃棄損 14,491 13,389 

投資有価証券評価損 2,340 － 

災害による損失 － 162,079 

その他 2,750 － 

特別損失合計 20,355 175,519 

税金等調整前四半期純利益 585,272 573,116 

法人税、住民税及び事業税 210,035 119,455 

法人税等調整額 54,284 137,298 

法人税等合計 264,319 256,753 

少数株主利益 － △1,986 

四半期純利益 320,953 318,350 
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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)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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 585,272 573,116 

減価償却費 126,803 147,822 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,124 △529 

賞与引当金の増減額（△は減少） △193,137 △211,192 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △19,182 △13,382 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,662 1,905 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,427 2,795 

受取利息及び受取配当金 △712 △605 

持分法による投資損益（△は益） 1,963 548 

為替差損益（△は益） △864 695 

支払利息 5,809 15,252 

固定資産売却損益（△は益） △1,447 △3,156 

固定資産廃棄損 14,491 13,389 

投資有価証券評価損益（△は益） 2,340 － 

災害損失 － 162,079 

売上債権の増減額（△は増加） 219,211 △94,813 

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,317 △2,439 

仕入債務の増減額（△は減少） △425,538 △471,712 

未払消費税等の増減額（△は減少） △96,601 37,806 

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△37,200 △41,400 

その他 △15,839 258,589 

小計 169,047 374,770 

利息及び配当金の受取額 712 605 

利息の支払額 △5,865 △14,938 

法人税等の支払額 △653,212 △500,247 

営業活動によるキャッシュ・フロー △489,317 △139,811 

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 △32,705 △261,372 

有形固定資産の売却による収入 3,302 1,050 

無形固定資産の取得による支出 △9,186 △1,809 

投資有価証券の取得による支出 △896 △913 

関係会社の整理による収入 － 41,207 

貸付けによる支出 － △100 

貸付金の回収による収入 10,181 138 

その他 △3,784 △6,215 

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,087 △228,013 
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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） 1,000,000 △500,000 

長期借入金の返済による支出 △30,000 △30,000 

自己株式の取得による支出 △127 － 

配当金の支払額 △328,480 △337,884 

リース債務の返済による支出 － △43,651 

財務活動によるキャッシュ・フロー 641,392 △911,535 

現金及び現金同等物に係る換算差額 864 △161 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 119,850 △1,279,521 

現金及び現金同等物の期首残高 1,585,912 3,697,597 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 10,374 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,705,762 2,428,450 
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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。 

 

(5) 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４月１日 至 平成20年６月30日） 

 

 

物流情報 

サービス 

事業 

(千円) 

ロジスティ

クスマネジ

メント事業

(千円) 

貨物運送

事業 

(千円) 

自動車 

整備事業

(千円) 

アウトソー

シング事業

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 
全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

営業収入   

(1)外部顧客に対する 
営業収入 

9,281,776 3,430,593 2,773,077 201,804 372,847 16,060,099 － 16,060,099

(2)セグメント間の内部 
営業収入又は振替高 

－ 90 23,673 85,175 143,516 252,454 (252,454) －

計 9,281,776 3,430,683 2,796,750 286,979 516,363 16,312,554 (252,454) 16,060,099

営業利益 272,495 258,129 51,973 12,218 2,573 597,390 2,289 599,680

(注) １ 事業の区分は、営業収入の集計区分によっております。 

２ 各事業区分の主な事業内容 

事業区分 主な事業内容 

物流情報サービス事業 空車情報と荷物情報のマッチング（「求貨求車」）業務 

ロジスティクスマネジメント事業 顧客企業の物流機能の一括受託及び物流センターの運営業務 

貨物運送事業 荷物の輸送業務 

自動車整備事業 車両の整備及び損害保険の代理店業務 

アウトソーシング事業 情報システムの開発及び業務請負業務 
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当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 

 

物流情報 

サービス 

事業 

(千円) 

ロジスティ

クスマネジ

メント事業

(千円) 

貨物運送

事業 

(千円) 

自動車 

整備事業

(千円) 

アウトソー

シング事業

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 
全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

営業収入    

(1)外部顧客に対する 
営業収入 

6,848,676 4,035,509 2,878,816 182,633 394,41314,340,048 － 14,340,048

(2)セグメント間の内部 
営業収入又は振替高 

157 146 － 85,444 117,424 203,172 (203,172) －

計 6,848,833 4,035,655 2,878,816 268,077 511,83814,543,221 (203,172) 14,340,048

営業利益 176,329 273,088 253,827 5,216 31,997 740,459 3,949 744,409

(注) １ 事業の区分は、営業収入の集計区分によっております。 

２ 各事業区分の主な事業内容 

事業区分 主な事業内容 

物流情報サービス事業 空車情報と貨物情報のマッチング（「求貨求車」）業務 

ロジスティクスマネジメント事業 顧客企業の物流機能の一括受託及び物流センターの運営業務 

貨物運送事業 貨物の輸送業務 

自動車整備事業 車両の整備及び損害保険の代理店業務 

アウトソーシング事業 情報システムの開発及び業務請負 

 

【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４月１日 至 平成21年６月30日） 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地セグメント情報の記載を

省略しております。 

  

【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高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 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

該当事項はありません。 
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