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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）

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3月期第1四半期 8,174 △21.4 △55 ― △67 ― △65 ―

21年3月期第1四半期 10,402 ― 323 ― 306 ― 127 ―

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 △2.70 ―

21年3月期第1四半期 5.21 ―

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 24,691 10,923 43.5 440.20
21年3月期 25,039 11,023 43.3 444.58

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  10,738百万円 21年3月期  10,846百万円

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 ― 4.00 ― 3.00 7.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想） 3.00 ― 4.00 7.00

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  
 

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) 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） 

(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 

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、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 無

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 24,970,000株 21年3月期  24,970,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  574,573株 21年3月期  573,778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 24,395,857株 21年3月期第1四半期 24,401,671株
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フジパックンとロージーは当社のキャラクターです。 

【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 

 

当第１四半期連結会計期間における日本経済は、一部の業種において企業の在庫調整が進み、昨年秋に急
速に悪化した景気に底入れ感があるとの見方がある一方、企業収益の大幅な悪化、設備投資の抑制、雇用情
勢の悪化など、依然として先行きの不透明な状況が続いております。 
 
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、経営環境は厳しいものとなっております。 
 
このような中、当社グループは、平成21年７月 29日に中期経営計画（平成 21年度～平成 23年度）を発表

いたしました。「挑戦」「変革」「行動」を行動指針として、「量」から「質」への変革を成し遂げ、お客様に頼
られる存在となることを目指します。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
に取り組んでまいります。 
 
第１四半期の連結業績は以下のとおりです。 
 

営業収益は、昨年秋からの急速な景気後退の影響により、当第１四半期においても荷動き全般が急激に低

下したため、前年同期より 22 億 28 百万円減少し、81 億 74 百万円(対前年同期比 21.4％減)となりました。 

 
一般顧客向けの営業収益は、前年同期より 11 億 56 百万円減少し、39 億 59 百万円（対前年同期比 22.6％

減、構成比 48.4％）となりました。前連結会計年度後半から精密機器関連の大口３ＰＬ業務を開始し、また、
化粧品通販関連の取扱高が増加いたしましたが、工業用ミシン、チップマウンターの取扱高および海外向けの半
導体やトラクターの取扱高が減少したことなどをはじめ、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は、前年同期より 10 億 71 百万円減少し、42 億 14 百万円（対前年同期比 20.3％減、

構成比 51.6％）となりました。発電変電プラントの取扱高は堅調に推移いたしましたが、磁気記録媒体、
半導体、自動販売機関連およびインバータ、制御機器などの取扱高は低調となりました。 

 
営業損益は、トヨタ生産方式（ＴＰＳ）を基本とした業務効率化および経費全般の圧縮に努めましたが、

大幅な減収により、55 百万円の損失（前年同期は３億 23 百万円の利益）となりました。 
 
経常損益は、67百万円の損失（前年同期は３億６百万円の利益）となりました。 

 
四半期純損益は、前年同期に比べ特別損失は減少いたしましたが、65百万円の損失（前年同期は１億27百

万円の利益）となりました。 
 
＜顧客グループ別の連結営業収益実績＞                    （単位 百万円） 

平成 21 年 3 月期第 1 四半期 平成 22 年 3 月期第 1 四半期 増減 
顧 客 

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 増減率(%)

一 般 顧 客 ５，１１５ ４９．２ ３，９５９ ４８．４ △１，１５６ △２２．６

富士電機グループ ５，２８６ ５０．８ ４，２１４ ５１．６ △１，０７１ △２０．３

 

＜セグメント別の連結営業収益実績＞                     （単位 百万円） 

 平成21年3月期 
第 １ 四 半 期 

平成22年3月期 
第 １ 四 半 期 

増減 増減率(％) 

国 内 物 流 事 業 ７，９０９ ６，３２２ △１，５８７ △２０．１

そ の 他 事 業 ２，４９２ １，８５１ △６４１ △２５．７
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フジパックンとロージーは当社のキャラクターです。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末の総資産額は 246 億 91 百万円となり、前期末に比べ３億 47 百万円減少しました。 
これは主に、受取手形及び営業未収入金、支払手形及び営業未払金の減少によるものです。 

 
連結キャッシュ・フローの状況 
当第１四半期末における現金および現金同等物は、20 億 84 百万円となり、前期末より 33 百万円減少い

たしました。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す。 
 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は 29 百万円の支出（前年同期は１億 80 百万円の支出）となり

ました。主な内訳は、税金等調整前四半期純損失 76 百万円によるものです。 
＜投資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」は1億90百万円の支出（前年同期は１億77百万円の支出）となりまし

た。主な内訳は、物流センター内設備等の購入によるものです。 
＜財務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」は１億 71 百万円の収入（前年同期は 64 百万円の支出）となり
ました。主な内訳は、短期借入金の増加３億円によるものです。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成 22 年３月期の業績予想（第２四半期累計、通期）は、前回（平成 21 年４月 27 日）発表から変更あ
りません。 

 
当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。 
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。 
 

＜第２四半期累計連結業績予想＞                        （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 ２０，６００ １７，５００ △３，１００ △１５．０

営 業 利 益 ４７５ ５０ △４２５ △８９．５

経 常 利 益 ４４７ ５０ △３９７ △８８．８

当 期 純 利 益 １７６ ０ △１７６ △１００．０

 

＜通期連結業績予想＞                             （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
 

＜過去３ヵ年の連結業績および業績予想＞                    （単位 百万円） 

 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 
平成22年3月期 

連結業績予想 

営 業 収 益 ４１，４８８ ４１，８７１ ３８，７５０ ３５，０００

営 業 利 益 ９７３ １，２６１ ５６３ ５００

経 常 利 益 ９３８ １，２１２ ５１４ ４５０

当 期 純 利 益 ４３８ ４８１ １０３ １５０

 

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） 簡便な会計処理および四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
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 
該当事項はありません。 



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 968,823 1,086,912

受取手形及び営業未収入金 8,997,523 9,253,395

預け金 1,116,124 1,031,884

その他 1,277,584 1,301,586

貸倒引当金 △4,542 △4,718

流動資産合計 12,355,513 12,669,060

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,729,252 3,809,293

土地 5,150,033 5,150,033

その他（純額） 607,980 623,992

有形固定資産合計 9,487,267 9,583,318

無形固定資産   

のれん 162,193 169,245

その他 545,651 563,303

無形固定資産合計 707,845 732,549

投資その他の資産   

その他 2,155,646 2,055,252

貸倒引当金 △14,671 △600

投資その他の資産合計 2,140,975 2,054,652

固定資産合計 12,336,087 12,370,520

資産合計 24,691,600 25,039,580

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 4,832,661 5,171,335

短期借入金 4,023,246 3,723,199

未払法人税等 32,000 35,138

役員賞与引当金 3,257 16,890

その他 1,131,713 1,278,132

流動負債合計 10,022,878 10,224,695

固定負債   

長期借入金 1,255,612 1,307,000

退職給付引当金 2,214,853 2,171,875

その他 274,536 312,175

固定負債合計 3,745,001 3,791,051

負債合計 13,767,879 14,015,747
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,979,675 2,979,675

資本剰余金 2,595,575 2,595,575

利益剰余金 5,317,613 5,456,753

自己株式 △116,886 △116,717

株主資本合計 10,775,977 10,915,286

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 842 △9,696

繰延ヘッジ損益 － △26

為替換算調整勘定 △37,997 △59,511

評価・換算差額等合計 △37,155 △69,234

少数株主持分 184,899 177,781

純資産合計 10,923,721 11,023,833

負債純資産合計 24,691,600 25,039,580
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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） 

営業収益 10,402,700 8,174,058

営業原価 9,312,512 7,546,861

営業総利益 1,090,188 627,196

販売費及び一般管理費 767,017 682,719

営業利益 323,171 △55,523

営業外収益   

保険配当金 2,673 511

その他 10,181 9,269

営業外収益合計 12,855 9,781

営業外費用   

支払利息 15,449 10,650

為替差損 11,401 9,392

その他 2,883 1,569

営業外費用合計 29,734 21,612

経常利益 306,291 △67,354

特別損失   

投資有価証券評価損 23,488 8,945

倉庫移転損 17,518 －

特別損失合計 41,006 8,945

税金等調整前四半期純利益 265,285 △76,299

法人税、住民税及び事業税 13,619 9,580

法人税等還付税額 － △15,037

法人税等調整額 121,170 △12,009

法人税等合計 134,790 △17,466

少数株主利益 3,465 7,117

四半期純利益 127,029 △65,951
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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 265,285 △76,299

減価償却費 199,881 180,248

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,947 42,977

受取利息及び受取配当金 △2,766 △2,150

支払利息 15,449 10,650

売上債権の増減額（△は増加） 157,465 270,283

仕入債務の増減額（△は減少） △338,588 △357,959

その他 △178,245 △76,078

小計 143,429 △8,328

利息及び配当金の受取額 1,040 3,194

利息の支払額 △10,925 △8,610

法人税等の支払額 △313,585 △15,350

営業活動によるキャッシュ・フロー △180,041 △29,094

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 △158,871 △50,879

無形固定資産の取得による支出 △26,970 △65,515

その他 8,603 △74,249

投資活動によるキャッシュ・フロー △177,239 △190,644

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） 60,000 300,000

長期借入れによる収入 51,480 －

長期借入金の返済による支出 △50,000 △55,068

自己株式の取得による支出 △604 △169

配当金の支払額 △122,057 △73,381

その他 △3,736 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △64,918 171,381

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28,499 14,509

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △450,698 △33,849

現金及び現金同等物の期首残高 2,299,017 2,118,797

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,848,318 2,084,948

富士物流株式会社（9061）　平成22年３月期 第１四半期決算短信
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 9 フジパックンとロージーは当社のキャラクターです。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項なし 

 

（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） 

                                              （単位 千円） 

 国内物流 その他 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 7,909,895 2,492,804 10,402,700 － 10,402,700

(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部営業収益又は振替高 － 11,423 11,423 △11,423 －

計 7,909,895 2,504,228 10,414,123 △11,423 10,402,700

営  業  利  益 239,266 83,950 323,216 △45 323,171

  （注）事業区分は営業収益の集計区分によっております。 

 

   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） 

                                              （単位 千円） 

 国内物流 その他 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 6,322,515 1,851,542 8,174,058 － 8,174,058

(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部営業収益又は振替高 － 4,613 4,613 △4,613 －

計 6,322,515 1,856,155 8,178,671 △4,613 8,174,058

営  業  利  益 △87,130 31,367 △55,763 239 △55,523

  （注）事業区分は営業収益の集計区分によっております。 

 

  【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４月１日 至 平成20年６月30日） 

    本邦の営業収益は、全セグメントの営業収益の合計に占める割合が 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） 

    本邦の営業収益は、全セグメントの営業収益の合計に占める割合が 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。 

 

  【海外売上高】 

   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） 

    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。 

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   該当事項なし 
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2009 年７月 29 日 

９０６１ 富士物流株式会社  

2010 年 3 月期第 1 四半期（09/4～09/6）決算短信（連結） 

  第 1 四半期 第 2 四半期（累計） 年 間 

  09.3 月期 10.3 月期  09.3 月期 10.3 月期 09.3 月期 10.3 月期

  
(08.4～

08.6) 

(09.4～

09.6) 
増 減 

(08.4～

08.9) 

(09.4～

09.9) 

(08.4～

09.3) 

(09.4～

10.3) 

  実 績 実 績  実 績 業績予想 実 績 業績予想 

営業収益 (百万円) 10,402 8,174 △2,228 20,600 17,500 38,750 35,000

 一般顧客 (百万円) 5,115 3,959 △1,156 10,308 9,300 19,615 19,100

   （構成比） (％) 49.2 48.4 △0.7 50.0 53.1 50.6 54.6

 富士電機ｸﾞﾙｰﾌﾟ (百万円) 5,286 4,214 △1,071 10,291 8,200 19,134 15,900

   （構成比） (％) 50.8 51.6 0.7 50.0 46.9 49.4 45.4

営業損益 (百万円) 323 △55 △378 475 50 563 500

経常損益 (百万円) 306 △67 △373 447 50 514 450

当期(四半期)純損益 (百万円) 127 △65 △192 176 0 103 150

1 株当たり 

当期(四半期)純損益 
(円) 5.21 △2.70 △7.91 7.22 0.00 4.24 6.15

1 株当たり当期 

(四半期)配当額 
(円) － － － 4.00 3.00 7.00 7.00

総資産額 (百万円) 27,185 24,691 △2,494 26,415  25,039

純資産額 (百万円) 11,220 10,923 △296 11,282  11,023

自己資本比率 （％） 40.6 43.5 2.9 42.0  43.3

1株当たり純資産額 (円) 452.63 440.20 △12.43 455.09  444.58

利益剰余金 (百万円) 5,577 5,317 △260 5,627  5,456

有利子負債 (百万円) 5,413 4,760 △653 4,882  5,030

営業 CF (百万円) △180 △29 444  1,075

投資 CF (百万円) △177 △190 △385  △651

財務 CF (百万円) △64 171 △596  △544

現金同等物 (百万円) 1,848 2,084 236 1,754  2,118

設備投資額 (百万円) 131 60 △71 294  528

減価償却費 (百万円) 199 180 △19 408  832

従業員数 (人) 1,057 1,031 △26 1,062  1,038

注１．業績予想（第 2 四半期累計・通期）に関しましては、2009 年 4 月 27 日に発表した数値から変更ありません。 

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月期の期末発行済株式数（自己株式を除く）を 

使用しております。 

３．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、４ページをご覧下さい。 




