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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 2,545 4.6 207 65.0 227 58.3 133 70.5
21年3月期第1四半期 2,433 ― 125 ― 143 ― 78 ―

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 24.32 ―

21年3月期第1四半期 14.27 ―

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 16,943 13,100 77.3 2,388.05
21年3月期 16,794 12,968 77.2 2,363.90

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  13,100百万円 21年3月期  12,968百万円

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 ― 7.50 ― 12.50 20.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

7.50 ― 7.50 15.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）

（注）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 
累計期間

5,233 △4.0 351 20.8 369 16.1 217 24.3 39.58

通期 9,875 △5.4 610 1.0 641 △1.8 377 9.8 68.73
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 5,749,000株 21年3月期  5,749,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  263,131株 21年3月期  263,131株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 5,485,869株 21年3月期第1四半期 5,485,971株

※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の見通し等の将来に関する記述は、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って大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意
事項等につきましては、4ページ【定性的情報・財務諸表等】3.業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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当第１四半期におけるわが国経済は、政府の景気対策もあり、製造業の在庫調整が進み、生産に持ち直しの兆し

が出てまいりました。 

当貨物自動車運送業界は、所得環境や雇用情勢の変化により、個人消費は下押し圧力が強く、物流量は引続き減

少しておりますことに加え、燃料価格が再び上昇傾向にあり、厳しい状況下にあります。 

このような状況下、当社におきましては、ロジスティクス・イノベーションによる３ＰＬ事業の推進や、大型化

による複合化輸送も軌道にのり、ローコストオペレーションを追求した新システムのＴＬＳ（自動配車システム）

の稼働で、一段と収益性の向上や効率化を加速させております。 

以上の結果、当第１四半期の売上高は 千円（前年同期比4.6％増）、営業利益は 千円（前年同期

比65.0％増）、経常利益は 千円（前年同期比58.3％増）、四半期純利益は 千円（前年同期比70.5％

増）となりました。 

  

当第１四半期の事業別売上高の概況につきましては、以下のとおりであります。 

（貨物自動車運送事業） 

バルク輸送部門の石油輸送は、景気悪化による工場操業率の低下に加え、燃料価格の上昇や、環境対策を背景に

需要が減退し、減収となりました。 

化成品輸送は、製造業で在庫・生産調整を進めておりますので輸送量が大幅に減少し、減収となりました。 

セメント輸送につきましても、景気後退による新規物件の先延ばしや公共投資が担当地域で一段落したこともあ

り、輸送量が減少し、減収となりました。 

以上により、当バルク輸送部門は前年同期比31.5％減となりました。 

清涼飲料、びん・容器輸送部門のびん・容器輸送は、個人消費の落ち込みに加えて、容器の更なる軽量化と利便

性の変化により、輸送量が減少し、減収となりました。 

清涼飲料輸送は、ほぼ全国のボトラーズ社との取引となりましたので、輸送地域の拡大に対応するため、同輸送

部門で増車をすると共に、閑散期部門の車両も稼働させる新たな複合輸送システムの運用で戦力の増強を図る等、

輸送量の増加に対応し、増収となりました。 

以上により、当清涼飲料、びん・容器輸送部門は前年同期比20.2％増となりました。 

その他輸送部門は、小型車が中心で消費減退による荷主の合理化要請もあり、減収となりました。以上により、

当部門は前年同期比17.8％減となりました。 

この結果、関連業務の荷役作業収入を含めた当貨物自動車運送事業の売上高は 千円（前年同期比7.0％

増）となりました。  

（商品販売事業） 

当事業の主力販売品である石油製品は、既存販売先で引続き、高価格帯の取引が順調に伸び増収となりました。

セメント販売につきましては、企業の設備投資の先送り等で新設工事の減少と、与信管理の徹底により減収となり

ました。また、車両販売等につきましては、小型車の増販等で増収となりました。 

この結果、当事業部門の売上高は 千円（前年同期比0.2％増）となりました。 

（不動産賃貸事業） 

当社が提供する各種賃貸施設のうち、自社提供施設は、今年１月に新施設の提供が加わり増収となり、借上施設

につきましては、一部施設の解約があり減収となりました。 

この結果、当事業の売上高は 千円（前年同期比0.4％増）となりました。 

（その他事業） 

自動車整備業は不況に伴う合理化で、車検の受注が減少し減収となり、損害保険代理業等は更新車両の減少で減

収になりました。 

この結果、当事業の売上高は、 千円（前年同期比10.1％減）となりました。  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

2,545,226 207,678

227,072 133,425

1,724,759

547,740

252,004

20,721
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当第１四半期会計期間末の総資産は16,943,775千円となり、前事業年度末と比べ149,022千円増加いたしました。

この主な要因は、営業未収入金が75,208千円減少したこと等により流動資産が68,317千円減少した一方、固定資

産が217,339千円増加したことによるものであります。固定資産の主な増加要因は、建設仮勘定50,290千円の増加等

により有形固定資産が73,669千円、ＩＴ投資により無形固定資産が21,174千円、投資有価証券の時価評価差益等に

より投資その他の資産が122,495千円それぞれ増加したことによるものであります。 

当第１四半期会計期間末の負債合計は3,843,221千円となり、前事業年度末と比べ16,512千円増加いたしました。

この主な要因は、未払法人税等が100,679千円減少したこと等により流動負債が8,937千円減少し、引当金が

21,824千円減少した一方で、繰延税金負債が52,153千円増加したこと等により固定負債が25,450千円増加したこと

によるものであります。  

当第１四半期会計期間末の純資産合計は13,100,554千円となり、前事業年度末と比べ132,509千円増加いたしまし

た。 

この主な要因は、利益剰余金64,852千円、その他有価証券評価差額金67,657千円それぞれ増加したことによるも

のであります。この結果、自己資本比率は77.3％となりました。  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期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、前事業年度末に比べ249,527

千円増加の3,344,092千円となりました。 

当第１四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期累計期間において、営業活動の結果得られた資金は281,028千円となりました。主な増加要因は、税

引前四半期純利益226,616千円、減価償却費132,242千円、売上債権の減少額114,907千円等であり、主な減少要因

は、仕入債務の減少額85,920千円、法人税等の支払額154,295千円等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） 

当第１四半期累計期間において、投資活動の結果得られた資金は37,072千円となりました。主な増加要因は、定

期預金の払戻による収入300,000千円等であり、主な減少要因は、定期預金の預入による支出100,000千円、有形固

定資産の取得による支出135,055千円、無形固定資産の取得による支出33,000千円等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） 

当第１四半期累計期間において、財務活動の結果支出した資金は68,573千円となりました。これは、配当金の支

払額によるものであります。   

  

平成21年５月12日に公表いたしました第２四半期累計期間及び通期の業績予想から修正は行っておりません。  

  

固定資産の減価償却費の算定方法は、定率法を採用している資産について、事業年度に係る減価償却費の額を

期間按分して算出する方法によっております。  

  

該当事項はありません。  

  

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,444,092 3,394,565

受取手形 7,139 46,839

営業未収入金 941,559 1,016,767

原材料及び貯蔵品 20,114 18,719

その他 114,902 119,600

貸倒引当金 △3,173 △3,538

流動資産合計 4,524,636 4,592,953

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,291,554 2,318,910

車両運搬具（純額） 515,800 485,254

土地 7,032,353 7,032,353

建設仮勘定 511,728 461,438

その他（純額） 338,437 318,249

有形固定資産合計 10,689,876 10,616,206

無形固定資産 197,415 176,241

投資その他の資産   

投資有価証券 967,723 854,095

その他 564,129 555,262

貸倒引当金 △5 △6

投資その他の資産合計 1,531,847 1,409,351

固定資産合計 12,419,139 12,201,799

資産合計 16,943,775 16,794,753

負債の部   

流動負債   

支払手形 3,020 39,868

営業未払金 545,525 594,597

未払金 159,656 45,486

未払費用 272,439 161,782

未払法人税等 62,994 163,673

引当金 35,902 101,763

その他 149,524 130,828

流動負債合計 1,229,062 1,238,000

固定負債   

繰延税金負債 1,314,825 1,262,671

再評価に係る繰延税金負債 151,652 151,652

引当金 75,471 97,295

長期前受金 41,771 42,666
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

長期預り保証金 1,030,438 1,034,421

固定負債合計 2,614,158 2,588,708

負債合計 3,843,221 3,826,709

純資産の部   

株主資本   

資本金 553,031 553,031

資本剰余金 527,722 527,722

利益剰余金 12,494,092 12,429,239

自己株式 △194,894 △194,894

株主資本合計 13,379,951 13,315,099

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 171,583 103,925

土地再評価差額金 △450,981 △450,981

評価・換算差額等合計 △279,397 △347,055

純資産合計 13,100,554 12,968,044

負債純資産合計 16,943,775 16,794,753
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 2,433,334 2,545,226

売上原価 2,217,472 2,239,438

売上総利益 215,862 305,788

割賦販売未実現利益戻入額 9,546 4,098

割賦販売未実現利益繰入額 8,767 3,824

差引売上総利益 216,640 306,062

販売費及び一般管理費 90,812 98,383

営業利益 125,827 207,678

営業外収益   

受取利息 980 640

受取配当金 14,341 11,716

その他 3,477 8,121

営業外収益合計 18,799 20,477

営業外費用   

支払利息 1,163 1,083

その他 1 －

営業外費用合計 1,165 1,083

経常利益 143,462 227,072

特別利益   

固定資産売却益 67 978

貸倒引当金戻入額 188 365

特別利益合計 256 1,343

特別損失   

固定資産売却損 － 1,794

固定資産除却損 106 5

減損損失 8,928 －

特別損失合計 9,034 1,800

税引前四半期純利益 134,684 226,616

法人税、住民税及び事業税 38,127 61,579

法人税等調整額 18,298 31,610

法人税等合計 56,426 93,190

四半期純利益 78,257 133,425
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 134,684 226,616

減価償却費 110,932 132,242

減損損失 8,928 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △188 △365

その他の引当金の増減額（△は減少） △59,601 △87,684

受取利息及び受取配当金 △15,322 △12,356

支払利息 1,163 1,083

有形固定資産売却損益（△は益） △67 815

有形固定資産除却損 106 5

売上債権の増減額（△は増加） 58,362 114,907

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,713 △1,395

仕入債務の増減額（△は減少） 62,987 △85,920

その他の資産の増減額（△は増加） △293 △30,958

その他の負債の増減額（△は減少） 132,225 166,574

小計 423,203 423,566

利息及び配当金の受取額 15,471 12,840

利息の支払額 △1,163 △1,083

法人税等の支払額 △102,655 △154,295

営業活動によるキャッシュ・フロー 334,856 281,028

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △100,000

定期預金の払戻による収入 － 300,000

有形固定資産の取得による支出 △41,359 △135,055

有形固定資産の売却による収入 909 5,058

無形固定資産の取得による支出 △554 △33,000

投資有価証券の取得による支出 △31,719 △298

貸付けによる支出 △2,314 △320

貸付金の回収による収入 867 688

投資活動によるキャッシュ・フロー △74,170 37,072

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △74 －

自己株式の売却による収入 14 －

配当金の支払額 △41,145 △68,573

財務活動によるキャッシュ・フロー △41,205 △68,573

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 219,480 249,527

現金及び現金同等物の期首残高 3,282,444 3,094,565

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,501,924 3,344,092
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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