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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 2,558 △5.3 227 △12.5 195 △13.8 100 △3.0
21年3月期第1四半期 2,702 ― 259 ― 226 ― 103 ―

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 6.32 ―
21年3月期第1四半期 6.52 ―

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 19,683 7,516 38.2 474.56
21年3月期 20,027 7,345 36.7 463.78

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  7,512百万円 21年3月期  7,342百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
3.00 ― 3.00 6.00

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

5,020 △6.8 450 △14.6 325 △27.9 150 △24.4 9.47

通期 10,100 △5.2 900 △12.3 650 △23.2 320 ― 20.21
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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 
 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、実際の業績は今後さまざまな要素により、これら業績予想と
異なる結果となる可能性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

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 15,876,010株 21年3月期  15,876,010株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  45,655株 21年3月期  44,570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 15,830,954株 21年3月期第1四半期 15,845,568株
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 当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年の秋以降の金融・経済危機から今年1～3月期を底

に企業も除々に減産の手を緩め始め、政府は「景気底打ち」を宣言するに至りました。しかし、企業の収益

環境は依然厳しく、雇用を急速に増やす状況には未だ至っておらず、内需の柱である個人消費と設備投資が

長期低迷する恐れもあり、先行きについては依然と厳しい状況が続くものと思われます。  

 このような状況の下、当社グループは荷主企業のニーズに応えるべく、物流合理化のための情報ネットワ

ークの活用の提案や保管、流通加工、配送が一体となった積極的な営業活動を展開し、一方ではコストの削

減に取り組むなど経営全般にわたり積極的な諸政策を講じてきました。しかしながら、多くの荷主企業にお

いてはこの冷え込んだ需要の影響により、荷動きが低迷することとなり、当社グループにおいても当四半期

の事業環境は厳しいものとなりました。  

 この結果、当第1四半期連結累計期間の営業収益は25億5千8百万円となり、前年同四半期と比べ1億4千3百

万円（5.3％）の減収となりました。営業原価は21億1百万円となり、前年同四半期に比べ1億8百万円

（4.9％）減少し、販売費及び一般管理費は2億3千万円となって3百万円（1.4％）減少しました。これによ

り、営業利益は2億2千7百万円となり、前年同四半期に比べ3千2百万円（12.5％）の減益となり、経常利益

は1億9千5百万円と前年同四半期に比べ3千1百万円（13.8％）の減益となりました。加えて、特別損失に固

定資産処分損を1千3百万円計上しましたので、当第1四半期純利益は1億円となって、前年同四半期に比べ3

百万円（3.0％）の減益となりました。  

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと次のとおりであります。  

  

(1)倉庫業 

 輸入雑貨、医療機器等の取扱が増加した反面、米・大豆・野菜等の取扱が大きく減少しましたので、保管

料収入が減少しました。また、当第1四半期よりこれまでの倉庫事業グループから不動産賃貸事業グループ

に変更した営業倉庫物件の営業収益が、これまでの保管料収入から賃貸料収入へと変更されることになった

こともあって、これらの影響により、外部顧客に対する営業収益は12億8千2百万円となり、前年同四半期に

比べ1億3千6百万円（9.6％）の減収となりました。コスト面では下払作業費や減価償却費、さらに上記の事

業グループの変更による営業費用の減少に加え、本社費用の配賦基準の見直しによる営業費用の減少もあり

ましたが、当第1四半期は1百万円の営業損失となりました。（前年同四半期は4千5百万円の四半期純利益）

  

(2)運送業 

 当第1四半期は、日用品のレンタル商品や販売促進用品などの取扱が増加し、運送に関する構内作業が増

加しましたが、機械類の配送が減少しましたので、運送料収入が減少しました。これにより外部顧客に対す

る営業収益は9億4千1百万円となり、前年同四半期に比べ6千9百万円（6.9％）の減収となりました。また、

コスト面では下払運送費や人件費、減価償却費が減少しましたが、運送に関する構内作業費が増加しました

ので、営業利益は3千4百万円となり、前年同四半期に比べ1千5百万円（31.3％）の減益となりました。 

  

(3)不動産賃貸業 

 契約終了によるテナントの退去、駐車場の個人契約者の減少により、賃貸料収入が減少しました。しか

し、当第1四半期より倉庫事業グループから不動産賃貸事業グループに変更した営業倉庫物件の営業収益

が、保管料収入から賃貸料収入へと変更されることになったことにより、外部顧客に対する営業収益は2億7

千2百万円となり、前年同四半期に比べ5千9百万円（27.8％）の増収となりました。コスト面では減価償却

費や上記の事業グループの変更による営業費用の増加に加えて、本社費用の配布基準の見直しによる営業費

用の増加もありましたが、営業利益は1億7千9百万円となり、前年同四半期に比べ2千6百万円（17.6％）の

増益となりました。 

  

【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
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(4)その他の事業 

 ゴルフ練習場の利用客が前年を上回りましたので、外部顧客に対する営業収益は6千2百万円となり、前年

同四半期に比べ2百万円（4.9％）の増収となり、営業利益は1千4百万円となり前年同四半期に比べ3百万円

（30.6％）の増益となりました。 

  

（資産）  

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて8.6％減少し、36億8千3百万円となりました。これは、受取手形

及び売掛金が1億2千8百万円、有価証券が2億4千9百万円減少したことなどによります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べてほぼ変わらず、159億9千9百万円となりました。これは、建物及

び構築物が1億4千7百万円、機械装置及び運搬具が2千1百万円減少し、投資有価証券が1億7千9百万円増加し

たことなどによります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて1.7％減少し、196億8千3百万円となりました。 

  

（負債）  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて4.8％減少し、34億8千2百万円となりました。これは支払手形及

び買掛金が2億6千2百万円、短期借入金が1億2百万円減少したことなどによります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて3.7％減少し、86億8千4百万円となりました。これは、長期借入

金が3億1千6百万円減少し、繰延税金負債が9千6百万円増加したことなどによります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて4.1％減少し、121億6千6百万円となりました。 

  

（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2.3％増加し、75億1千6百万円となりました。これは、有価証

券評価差額金が1億1千7百万円増加したことなどによります。 

  

 平成22年3月期の業績予想につきましては、平成21年5月15日発表の業績予想に変更はありません。今後、

何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  
  

 該当事項はありません。 

  

 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

によっています。 

  

 本社費用の配分方法の変更  

 倉庫建物の再編方針に基づく営業倉庫物件の一部の管理区分の変更等により、営業利益面での不動産賃貸

業セグメントの重要性が増し、経営管理上、倉庫業セグメントと不動産賃貸業セグメントの事業効率をより

公正、かつ、適正に把握するため、当第1四半期連結会計期間より本社費用の配賦基準を見直しておりま

す。これによる損益に与える影響はありません。 

 なお、セグメント情報に与える影響は【定性的情報・財務諸表等】5. 【四半期連結財務諸表】(4) セグ

メント情報に記載しております。 

2.連結財政状態に関する定性的情報

3.連結業績予想に関する定性的情報 

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)

(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

(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
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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 1,642,357 1,617,184

受取手形及び売掛金 905,653 1,034,529

有価証券 960,825 1,210,541

繰延税金資産 98,150 106,069

その他 87,985 69,095

貸倒引当金 △11,225 △7,965

流動資産合計 3,683,746 4,029,455

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,011,902 8,159,786

機械装置及び運搬具（純額） 360,410 382,137

工具、器具及び備品（純額） 103,550 109,410

土地 4,781,623 4,781,623

リース資産 6,379 －

有形固定資産合計 13,263,867 13,432,958

無形固定資産   

借地権 295,290 295,290

その他 62,115 50,968

無形固定資産合計 357,405 346,258

投資その他の資産   

投資有価証券 1,960,577 1,781,256

繰延税金資産 86,440 103,790

その他 355,890 357,951

貸倒引当金 △24,547 △24,547

投資その他の資産合計 2,378,361 2,218,450

固定資産合計 15,999,635 15,997,668

資産合計 19,683,381 20,027,123

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 361,490 623,942

短期借入金 1,867,960 1,970,860

1年内償還予定の社債 600,000 600,000

未払金 74,559 17,680

リース債務 1,279 －

未払法人税等 19,645 106,950

未払消費税等 56,075 46,224

賞与引当金 86,953 176,258

未払費用 295,438 －

その他 118,655 117,617

流動負債合計 3,482,058 3,659,533
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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) 

固定負債   

社債 300,000 300,000

長期借入金 7,364,510 7,680,700

長期預り金 236,400 236,400

繰延税金負債 173,288 76,938

長期未払金 － 14,078

退職給付引当金 506,595 532,252

役員退職慰労引当金 98,299 181,675

リース債務 5,419 －

固定負債合計 8,684,512 9,022,045

負債合計 12,166,570 12,681,579

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,539,731 2,539,731

資本剰余金 2,314,681 2,314,681

利益剰余金 2,435,264 2,382,666

自己株式 △13,800 △13,590

株主資本合計 7,275,876 7,223,488

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 236,584 118,793

評価・換算差額等合計 236,584 118,793

新株予約権 4,350 3,262

純資産合計 7,516,811 7,345,543

負債純資産合計 19,683,381 20,027,123
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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 2,702,739 2,558,832

営業原価 2,209,337 2,101,306

営業総利益 493,402 457,525

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 127,504 123,026

その他 106,239 107,366

販売費及び一般管理費合計 233,743 230,393

営業利益 259,659 227,132

営業外収益   

受取利息 2,180 1,120

受取配当金 19,746 14,751

社宅使用料 5,814 5,676

持分法による投資利益 5,099 －

その他 3,556 11,396

営業外収益合計 36,397 32,944

営業外費用   

支払利息 61,077 57,005

持分法による投資損失 － 2,384

その他 8,375 5,467

営業外費用合計 69,453 64,857

経常利益 226,603 195,220

特別損失   

固定資産処分損 － 13,756

投資有価証券評価損 18,552 －

特別損失合計 18,552 13,756

税金等調整前四半期純利益 208,050 181,464

法人税、住民税及び事業税 62,765 23,042

法人税等調整額 42,030 58,314

法人税等合計 104,795 81,356

四半期純利益 103,255 100,107
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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) 

 該当事項はありません。 

  

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) 

  

 
 (注) 1.事業区分の方法 

      当社の事業区分の方法は事業の種類、性質に応じて区分している。 

     2.各事業の主要内容      

        ① 倉庫業    ………… 倉庫業者の営む貨物保管、荷役荷捌及びこれに付随す 

                                           る業務      

        ② 運送業    ………… 貨物自動車運送事業者の営む貨物自動車運送及びこれ 

                                           に付随する業務 

        ③ 不動産賃貸業 ………… 土地、家屋等の賃貸及び駐車場業 

        ④ その他の事業 ………… ゴルフ練習場業 

  

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) 

  

 
 (注) 1.事業区分の方法 

      当社の事業区分の方法は事業の種類、性質に応じて区分している。 

     2.各事業の主要内容      

        ① 倉庫業    ………… 倉庫業者の営む貨物保管、荷役荷捌及びこれに付随す 

                      る業務 

        ② 運送業    ………… 貨物自動車運送事業者の営む貨物自動車運送及びこれ 

                      に付随する業務 

        ③ 不動産賃貸業 ………… 土地、家屋等の賃貸及び駐車場業 

        ④ その他の事業 ………… ゴルフ練習場業 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

倉庫業 
(千円)

運送業 
(千円)

不動産賃貸業
(千円)

その他の事業
(千円)

計 
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

営 業 収 益

 (1)外部顧客に対する  
   営業収益

1,418,678 1,011,490 212,893 59,676 2,702,739 ― 2,702,739

 (2)セグメント間の内部 
  営業収益又は振替高

8,543 377,333 41,709 11,641 439,227 （439,227） ―

計 1,427,222 1,388,824 254,603 71,318 3,141,967 （439,227） 2,702,739

営 業 利 益 45,560 50,685 152,529 10,883 259,659 ― 259,659

倉庫業 
(千円)

運送業 
(千円)

不動産賃貸業
(千円)

その他の事業
(千円)

計 
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

営 業 収 益

 (1)外部顧客に対する  
   営業収益

1,282,265 941,808 272,156 62,600 2,558,832 ─ 2,558,832

 (2)セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

7,473 333,984 41,709 11,641 394,809 (394,809) ─

計 1,289,739 1,275,793 313,866 74,242 2,953,641 (394,809) 2,558,832

営業利益(又は営業損失) △1,228 34,830 179,322 14,208 227,132 ─ 227,132
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     3.【定性的情報・財務諸表等】4.その他 (3)四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・ 

    手続、表示方法等の変更に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間より本社費用の配賦基準 

    を見直しております。これにより、従来の方法によった場合に比べ、当第1四半期連結会計期 

    間における倉庫業セグメントの営業利益が10,192千円増加し、不動産賃貸業セグメントの営 

    業利益が同額減少しております。 

  

（追加情報） 

事業セグメントの変更  

 従来、倉庫業セグメントに計上していた大阪港営業所及び厚木営業所における営業倉庫物件の一部につ

いて、倉庫建物の再編方針に基づく営業倉庫の登録の抹消により、不動産賃貸業における単一の事業単位

となったため、当第1四半期連結会計期間より不動産賃貸業セグメントに計上しております。これにより、

倉庫業セグメントにおける営業収益及び営業利益がそれぞれ81,105千円及び51,408千円減少し、不動産賃

貸業セグメントにおける営業収益及び営業利益がそれぞれ同額増加しております。 

  

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) 

 在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、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) 

 在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

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) 

 海外売上高がないため、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) 

   海外売上高がないため、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) 

 該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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