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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 10,373 △15.4 284 △47.7 168 △57.3 4 △96.5
21年3月期第1四半期 12,260 ― 544 ― 395 ― 118 ―

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 0.29 ―
21年3月期第1四半期 8.37 ―

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 57,588 10,023 17.3 701.95
21年3月期 58,222 9,841 16.8 689.38

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  9,940百万円 21年3月期  9,762百万円

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  
当社は定款において3月31日又は9月30日を配当基準日と定めておりますが、平成22年3月期について、現時点では9月30日を基準日とする配当は無配、
3月31日を基準とする配当については未定としております。 

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 ― 8.00 8.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― ― ―

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

20,717 △16.5 409 △57.9 107 △84.2 △134 ― △9.49

通期 45,574 △12.8 1,942 △21.1 1,344 △27.6 476 396.6 33.65
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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 
平成21年５月15日発表の連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は本資料の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場合があります。なお、上記予想に関する事項は、３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 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 14,180,000株 21年3月期  14,180,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  19,122株 21年3月期  19,122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 14,160,878株 21年3月期第1四半期 14,162,128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１四半期のわが国経済は、鉱工業の在庫調整および政府の経済対策の効果により、輸出、生

産ともに持ち直しの動きが見られましたが、本格的な回復にはいたらず、民間需要も低迷を続けて

いることから、経済情勢の先行きにつきましては依然として不透明な状況となっております。 

このような経済情勢の中、当第１四半期の業績につきましては、物流事業においてメーカーの減

産による取扱数量の減少により売上高は前年同期に比べ大幅に減少しております。 

また、印刷事業においても婚礼印刷の受注の落ち込みや、販売事業の建設業界、不動産業界の景

気の冷え込みによる影響を受け低調に推移しました。その他事業におきましては、当第１四半期よ

り完成工事高の計上基準を変更したことにより売上高は前年同期に比べ増加しております。 

この結果、第１四半期連結累計期間の売上高は10,373百万円（前年同期比15.4％減）、営業利益

は284百万円（前年同期比47.7％減）、経常利益は168百万円（前年同期比57.3％減）、四半期純利

益は４百万円（前年同期比96.5％減）といずれも前年同期を下回る結果となりました。 

 

 

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における総資産は前連結会計年度末に比べ634百万円減少し57,588百

万円となりました。主な増減は、売上の減少により受取手形及び売掛金が1,149百万円、減価償却等

により建物及び構築物が200百万円、機械装置及び運搬具が131百万円、のれんが100百万円減少して

おります。 

負債合計は、支払手形及び買掛金が865百万円が減少したことなどにより前連結会計年度末に比べ

816百万円減少し、47,564百万円となりました。 

純資産合計は、利益剰余金が減少したものの評価・換算差額等が287百万円増加し前連結会計年度

末より181百万円増加し10,023百万円となり、自己資本比率は17.3％となりました。 

（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は、前連結会計年度末より663百万円増

加し、3,454百万円となりました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によって得られた資金は、1,227百万円となりました。 

この主な要因は、減価償却費459百万円、売上債権の減少額1,158百万円、仕入債務の減少額206百

万円や賞与引当金の減少額310百万円などによるものであります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動ににより使用された資金は、342百万円となりました。 

この主な要因は、有形固定資産の取得および長期預り金の返還による支出などであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動により使用された資金は、221百万円となりました。 

この主な要因は、借入金の返済による支出や配当金の支払などであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

第1四半期の業績は概ね予想通り推移しており、平成21年５月15日発表の第２四半期連結累計

期間及び通期の業績予想に変更はありません。 
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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） 

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 

棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部の子会社を除き実地棚卸を省略

し、前連結会計年度末の実地棚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。 

 

(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 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、

「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）を当第１四半期

連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連

結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準

（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を適用しております。これにより、売上高は38百万円増

加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ14百万円増加しておりま

す。 
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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 3,456,211 2,792,539

受取手形及び売掛金 6,398,831 7,548,106

商品及び製品 164,686 222,701

仕掛品 133,285 122,235

原材料及び貯蔵品 542,298 542,693

繰延税金資産 463,716 284,778

その他 646,966 676,184

貸倒引当金 △101,174 △28,819

流動資産合計 11,704,821 12,160,419

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 15,029,870 15,230,536

機械装置及び運搬具（純額） 1,238,295 1,370,108

土地 20,506,442 20,506,154

その他（純額） 1,018,450 1,044,704

有形固定資産合計 37,793,059 38,151,503

無形固定資産   

のれん 1,049,391 1,150,160

借地権 1,133,814 1,133,814

その他 127,977 137,573

無形固定資産合計 2,311,184 2,421,548

投資その他の資産   

投資有価証券 2,522,194 2,047,740

長期貸付金 1,120,212 1,132,020

繰延税金資産 672,745 838,878

その他 1,964,481 1,948,504

貸倒引当金 △522,536 △507,465

投資その他の資産合計 5,757,096 5,459,677

固定資産合計 45,861,340 46,032,729

繰延資産   

開業費 22,031 29,375

繰延資産合計 22,031 29,375

資産合計 57,588,193 58,222,524
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,673,676 5,539,601

短期借入金 9,422,788 9,487,160

1年内償還予定の社債 804,580 896,280

未払法人税等 390,340 382,535

賞与引当金 167,284 478,262

その他 2,790,453 2,247,314

流動負債合計 18,249,122 19,031,153

固定負債   

社債 2,339,920 2,339,920

長期借入金 19,079,367 19,032,000

再評価に係る繰延税金負債 3,174,391 3,174,391

繰延税金負債 25,386 28,483

退職給付引当金 1,511,497 1,497,700

役員退職慰労引当金 849,467 859,291

長期預り金 2,024,899 2,053,534

その他 310,563 364,464

固定負債合計 29,315,493 29,349,787

負債合計 47,564,615 48,380,940

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,189,000 2,189,000

資本剰余金 32,991 32,991

利益剰余金 2,672,192 2,781,354

自己株式 △7,183 △7,183

株主資本合計 4,887,000 4,996,161

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 426,281 139,042

土地再評価差額金 4,627,013 4,627,013

評価・換算差額等合計 5,053,294 4,766,055

少数株主持分 83,282 79,365

純資産合計 10,023,577 9,841,583

負債純資産合計 57,588,193 58,222,524
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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) 

売上高 12,260,636 10,373,908

売上原価 9,896,489 8,346,593

売上総利益 2,364,146 2,027,315

販売費及び一般管理費   

役員報酬 126,433 124,114

給料及び手当 567,676 615,978

賞与 88,886 90,887

退職給付費用 31,768 15,835

役員退職慰労引当金繰入額 16,652 13,925

その他 987,736 881,808

販売費及び一般管理費合計 1,819,153 1,742,549

営業利益 544,993 284,765

営業外収益   

受取利息 8,720 7,930

受取配当金 25,448 26,590

その他 27,298 31,004

営業外収益合計 61,467 65,525

営業外費用   

支払利息 175,657 152,953

社債利息 7,412 7,928

開業費償却 7,343 7,343

その他 20,379 13,176

営業外費用合計 210,793 181,402

経常利益 395,667 168,888

特別利益   

固定資産売却益 378 42,618

貸倒引当金戻入額 2,910 156

保険差益 － 17,847

特別利益合計 3,288 60,623

特別損失   

固定資産売却損 － 15,847

固定資産除却損 － 16,209

役員退職慰労金 666 －

投資有価証券評価損 － 15,499

会員権評価損 180 －

減損損失 14,089 －

特別損失合計 14,935 47,556

税金等調整前四半期純利益 384,020 181,955

法人税、住民税及び事業税 449,831 384,820

法人税等調整額 △185,085 △210,907

法人税等合計 264,745 173,912

少数株主利益 742 3,916

四半期純利益 118,532 4,125
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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 384,020 181,955

減価償却費 497,381 459,965

繰延資産償却額 7,343 7,343

減損損失 14,089 －

のれん償却額 143,366 100,768

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,281 87,426

賞与引当金の増減額（△は減少） 327,314 △310,978

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,442 13,797

偶発損失引当金の増減額（△は減少） 7,708 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,483 △9,824

受取利息及び受取配当金 △34,169 △34,520

支払利息 183,069 160,881

為替差損益（△は益） 136 △131

固定資産売却損益（△は益） △378 △26,771

固定資産除却損 － 16,209

投資有価証券評価損益（△は益） － 15,499

会員権評価損 180 －

売上債権の増減額（△は増加） 411,469 1,158,663

たな卸資産の増減額（△は増加） △99,372 47,359

仕入債務の増減額（△は減少） △138,468 △206,425

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,462 30,353

その他 △15,762 37,075

小計 1,737,599 1,728,647

利息及び配当金の受取額 34,340 34,096

利息の支払額 △174,785 △158,106

法人税等の支払額 △1,068,552 △377,015

営業活動によるキャッシュ・フロー 528,601 1,227,621

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 △217,140 △268,599

有形固定資産の売却による収入 1,935 33,139

固定資産の除却による支出 － △14,000

無形固定資産の取得による支出 △7,499 △5,993

投資有価証券の取得による支出 △9,671 △7,707

敷金及び保証金の差入による支出 △15,946 △1,326

敷金及び保証金の回収による収入 839 909

貸付けによる支出 △20,200 △3,000

貸付金の回収による収入 26,167 18,102

長期預り金の返還による支出 △72,752 △123,074

長期預り金の受入による収入 1,050 43,728

その他 1,782 △14,268

投資活動によるキャッシュ・フロー △311,435 △342,089
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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） 350,000 －

長期借入れによる収入 1,850,000 1,995,000

長期借入金の返済による支出 △2,086,336 △2,012,005

社債の償還による支出 △91,700 △91,700

配当金の支払額 △169,945 △113,287

財務活動によるキャッシュ・フロー △147,981 △221,992

現金及び現金同等物に係る換算差額 △136 131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 69,047 663,671

現金及び現金同等物の期首残高 3,150,249 2,791,065

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,219,296 3,454,737
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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） 

 

 
物流事業

(千円) 

不動産事業 

(千円) 

印刷事業

(千円) 

販売事業

(千円) 

その他事業

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 
全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高    

(1)外部顧客に対
する売上高 

6,428,945 833,359 4,008,014 912,267 78,048 12,260,636 － 12,260,636

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

3,187 367,925 324 － － 371,437 (371,437) －

計 6,432,132 1,201,285 4,008,339 912,267 78,048 12,632,074 (371,437) 12,260,636

営業利益又は営業
損失（△） 

618,093 519,251 △57,996 15,788 1,401 1,096,538 (551,545) 544,993

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっている。 

２ 各区分の主な内容は次のとおりであります。 

(1) 物流事業  港湾運送、海上運送、通関、倉庫、陸上運送、荷役 

(2) 不動産事業 土地建物賃貸 

(3) 印刷事業  印刷業 

(4) 販売事業  物品販売 

(5) その他事業 建築工事、その他 

 

 

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） 

 

 
物流事業

(千円) 

不動産事業 

(千円) 

印刷事業

(千円) 

販売事業

(千円) 

その他事業

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 
全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高    

(1)外部顧客に対
する売上高 

4,787,716 811,305 3,907,694 715,083 152,108 10,373,908 － 10,373,908

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

4,853 367,925 － － － 372,778 (372,778) －

計 4,792,570 1,179,230 3,907,694 715,083 152,108 10,746,687 (372,778) 10,373,908

営業利益又は営業
損失（△） 

364,069 490,104 △22,276 △5,657 8,357 834,597 (549,832) 284,765

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっている。 

２ 各区分の主な内容は次のとおりであります。 

(1) 物流事業  港湾運送、海上運送、通関、倉庫、陸上運送、荷役 

(2) 不動産事業 土地建物賃貸 

(3) 印刷事業  印刷業 

(4) 販売事業  物品販売 

(5) その他事業 建築工事、その他 
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【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） 

 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。 

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】 

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） 

 該当事項はありません。 

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。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

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） 

 該当事項はありません。 

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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