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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 1,212 △18.6 69 △49.2 77 △48.6 44 △53.9

21年3月期第1四半期 1,489 ― 137 ― 149 ― 97 ―

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 5.85 ―

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 8,604 6,826 79.3 410.43
21年3月期 8,505 6,816 80.1 409.79

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  6,826百万円 21年3月期  6,816百万円

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）

3.50 ― 3.50 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

2,500 △15.6 150 △53.4 160 △52.4 80 △57.8 4.81

通期 5,000 △7.3 310 △30.8 310 △33.2 160 △36.3 9.62
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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、３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） 

(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 

業績予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と
異なる可能性があります。 
上記の予想に関する事項につきましては、添付資料３ページを参照してください。 

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 16,674,000株 21年3月期  16,674,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  40,937株 21年3月期  40,297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 16,633,223株 21年3月期第1四半期 16,642,566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、世界的景気後退の影響から企業収益は大幅

に落ち込み、設備投資や個人消費・雇用環境の悪化など、非常に厳しい状況で推移いたしました。

  物流業界におきましては、世界的景気後退による荷主企業の在庫調整や減産の影響から、荷動

きの悪化や取扱数量の大幅な落ち込みなど、厳しい状況が続きました。 

  このような状況のもと、当社グループの物流事業につきましては、輸出入貨物の大幅な落ち込

みや荷動きの悪化などから、倉庫業、運送業、作業ともに減収となりました。 

  固定費、経費につきましては、全社を挙げて徹底した削減に努めてまいりました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の営業収益は 1,212 百万円(前年同期比 18.6％減)、営

業利益は 69 百万円(前年同期比 49.2％減)、経常利益は 77 百万円(前年同期比 48.6％減)、賞与引

当金戻入額 11 百万円を特別利益に計上し、四半期純利益は 44 百万円(前年同期比 53.9％減)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末の総資産は前連結会計年度末に比べ98百万円増加の8,604百万と

なりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益および預り金などによる「現金及び預金」

の増加や時価評価による「投資有価証券」の増加であります。 

  負債は前連結会計年度末に比べ 88 百万円増加の 1,777 百万円となりました。主な要因は、「預

り金」および「賞与引当金」の増加であります。 

  純資産は前連結会計年度末に比べ 10 百万円増加の 6,826 百万円となりました。主な要因は、期

末配当金の支払いによる「その他利益剰余金」の減少と、「その他有価証券評価差額金」の増加に

よるものであります。 

  以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の 80.1％から 79.3％となりました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

   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の残高は、前連結会計年度末に比べ 90 

百万円増加の 1,050 百万円となりました。 

   営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益および減価償却費による資金 

の留保等により 183 百万円の収入となりました。 

   投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により 37 百万円の支 

   出となりました。 

   財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により 55 百万円の支出となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成 21 年 5月 15 日発表の連結業績予想に変更はありません。 

 

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 

簡便な会計処理について一部適用していますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。

 

(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 

該当事項はありません。 
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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 1,050,176 959,895

受取手形及び売掛金 580,401 553,311

リース投資資産 199,468 193,181

その他 135,083 110,177

流動資産合計 1,965,130 1,816,565

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,544,660 1,577,830

土地 3,932,094 3,932,094

その他（純額） 415,031 437,891

有形固定資産合計 5,891,786 5,947,816

無形固定資産 7,118 7,632

投資その他の資産 740,556 733,837

固定資産合計 6,639,462 6,689,286

資産合計 8,604,592 8,505,851

負債の部   

流動負債   

営業未払金 275,338 241,389

短期借入金 350,000 350,000

未払法人税等 50,200 93,300

賞与引当金 211,724 141,751

その他 243,603 175,749

流動負債合計 1,130,866 1,002,189

固定負債   

退職給付引当金 538,057 557,280

役員退職慰労引当金 42,899 58,816

その他 66,103 71,235

固定負債合計 647,061 687,332

負債合計 1,777,927 1,689,522
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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 1,831,000 1,831,000

資本剰余金 1,516,580 1,516,580

利益剰余金 3,478,637 3,483,649

自己株式 △10,182 △10,071

株主資本合計 6,816,034 6,821,157

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,629 △4,828

評価・換算差額等合計 10,629 △4,828

純資産合計 6,826,664 6,816,329

負債純資産合計 8,604,592 8,505,851
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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 1,489,580 1,212,406

営業費用 1,217,836 1,011,359

営業総利益 271,744 201,046

販売費及び一般管理費   

一般管理費 134,408 131,313

販売費及び一般管理費合計 134,408 131,313

営業利益 137,335 69,732

営業外収益   

受取利息 42 21

受取配当金 10,508 7,011

その他 3,624 1,590

営業外収益合計 14,175 8,623

営業外費用   

支払利息 1,305 872

その他 293 468

営業外費用合計 1,599 1,340

経常利益 149,911 77,015

特別利益   

投資有価証券売却益 18,639 －

会員権売却益 2,500 －

賞与引当金戻入額 － 11,989

特別利益合計 21,139 11,989

税金等調整前四半期純利益 171,051 89,004

法人税、住民税及び事業税 83,849 49,759

法人税等調整額 △10,173 △5,643

法人税等合計 73,675 44,115

四半期純利益 97,375 44,888
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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 171,051 89,004

減価償却費 68,853 75,118

賞与引当金の増減額（△は減少） 77,371 69,973

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,824 △19,222

受取利息及び受取配当金 △10,551 △7,033

支払利息 1,305 872

売上債権の増減額（△は増加） 53,586 △27,089

仕入債務の増減額（△は減少） 9,517 33,949

その他 △127,059 50,853

小計 235,250 266,425

利息及び配当金の受取額 3,551 7,033

利息の支払額 △1,314 △872

法人税等の支払額 △121,049 △89,559

営業活動によるキャッシュ・フロー 116,438 183,027

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 △115,623 △26,924

投資有価証券の売却による収入 27,761 －

その他 △14,706 △10,234

投資活動によるキャッシュ・フロー △102,568 △37,159

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 450,000 450,000

短期借入金の返済による支出 △500,000 △450,000

配当金の支払額 △59,072 △44,296

自己株式の取得による支出 △151 △110

その他 △9,139 △11,179

財務活動によるキャッシュ・フロー △118,362 △55,587

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △104,493 90,281

現金及び現金同等物の期首残高 1,070,953 959,895

現金及び現金同等物の四半期末残高 966,459 1,050,176
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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)            

 (単位：千円) 

                         物流事業    保険代理業  その他の事業       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        1,376,631    70,437    42,511   1,489,580        --   1,489,580 

(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の営業収益又は振替高           --        --     7,828       7,828    (7,828)         -- 

      計              1,376,631    70,437    50,340   1,497,409    (7,828)  1,489,580 

営業利益                      195,940    40,442    13,696     250,079  (112,744)    137,335 

 

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) 

                         物流事業    保険代理業  その他の事業       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        1,100,701    66,335    45,368   1,212,406        --   1,212,406 

(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の営業収益又は振替高           --        --     8,028       8,028    (8,028)         -- 

      計              1,100,701    66,335    53,397   1,220,434    (8,028)  1,212,406 

営業利益                      131,086    36,743    13,926     181,757  (112,024)     69,732 

(注) １．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２．各事業に属する主要な業務 

    (1)物流事業             倉庫、運送等の業務 

    (2)保険代理業      損害保険等の代理店業務 

    (3)その他の事業     リース業、不動産賃貸業等の業務 

 

【所在地別セグメント情報】 

   本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

   連結会社の海外売上がないため該当事項はありません。 

 

 (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。 
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