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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 8,040 3.7 674 72.9 706 63.4 354 40.5
21年3月期第1四半期 7,755 ― 390 ― 432 ― 252 ―

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 33.94 ―

21年3月期第1四半期 24.16 ―

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 22,522 13,699 59.6 1,285.77
21年3月期 22,038 13,415 59.6 1,258.83

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  13,412百万円 21年3月期  13,131百万円

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 ― 7.00 ― 11.00 18.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

10.00 ― 10.00 20.00

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

16,100 1.4 1,020 35.4 1,040 26.6 560 20.4 53.68

通期 32,300 1.9 2,100 13.9 2,150 9.3 1,180 13.7 113.12
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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ページの定性的情報・財務諸表等の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 

１.平成22年３月期の連結業績予想（平成21年５月11日発表）の修正は行っておりません。上記の予想は、現時点で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、今後様々な要素によって予想数値と異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は４ページの定性的情報・財務諸表等
の３.連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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 10,438,000株 21年3月期  10,438,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  6,200株 21年3月期  6,200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 10,431,800株 21年3月期第1四半期 10,431,680株

- 2 -



      〔当第1四半期の概況〕 

       当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年秋以降の世界的な景気の悪化に、やや下げ止まりの兆し

      はあるものの、企業収益の低迷や雇用情勢の悪化、個人消費の低迷など、依然として先行きが不透明な状況が続い

      ております。 

       当社グループが主軸をおく食品物流業界におきましても、昨年の中国製冷凍ギョーザの中毒事件による冷凍食品

      の消費の落ち込みは薄れつつあるものの、寄託者である食品メーカーや問屋間の価格競争は激化しており、物流コ

      ストの見直しを進めるなど経営環境は、依然、厳しいものとなっております。 

       このような状況下、当第１四半期連結会計期間の営業収益は、一部店所における新規受託や既存店所における荷

      動きの改善、また、昨年４月に稼動を開始した東京臨海支店第二センターや株式会社ヘルティーの長野営業所にお

      いて期初からの安定稼働を実現したことが増収要因となり、概ね計画通りの水準となりました。 

       利益の面におきましては、前述の新設拠点の立ち上げ時の初期費用解消に伴う営業原価の減少と、当社グループ

      を挙げて継続的に取り組んでいる業務改善による経費削減の成果に、燃油価格の下落も加わり、増益を確保するこ

      とができました。 

       以上の結果、当第１四半期連結会計期間の営業収益は80億４千万円（前年同期比3.7％増）、営業利益は６億７ 

      千４百万円（前年同期比72.9％増）、経常利益は７億６百万円（前年同期比63.4％増）、四半期純利益３億５千４

      百万円（前年同期比40.5％増）となりました。 

   

   〔セグメント別営業の概況〕 

        ①運送事業 

         当社の主力である冷凍食品の共同配送における取扱物量の回復、首都圏を中心としたチルド物流の伸長、株式

        会社ヘルティーの長野営業所における取扱物量の増加が増収増益要因となりました。以上の結果、営業収益は55

        億２千８百万円（前年同期比0.9％増）、営業利益は８億２千１百万円（前年同期比38.0％増）となりました。 

        ②倉庫事業 

         昨年の中国製冷凍ギョーザの中毒事件により落ち込んでいた保管物量の回復や、既存支店における新規寄託者

        からの受託を確保できたことにより、営業収益は22億７百万円（前年同期比3.9％増）、営業利益は２億６千５ 

        百万円（前年同期比40.1％増）となりました。 

       ③その他事業 

         関西工場における取扱物量の増加などが主な要因となり、営業収益は３億６千３百万円（前年同期比64.8％ 

        増）、営業利益は３千５百万円（前年同期比48.3％増）となりました。 

  

  

   資産、負債および資本の状態につきましては、資産の部において、土地の増加などにより、当第１四半期連結 

  会計期末の資産合計は225億２千２百万円（前連結会計年度末比４億８千３百万円増）となりました。 

   負債の部につきましては、未払費用の増加などにより88億２千２百万円（前連結会計年度末比１億９千９百万 

  円増）となりました。  

     純資産の部は利益剰余金の増加などにより136億９千９百万円（前連結会計年度末比２億８千４百万円増）とな

  りました。 

   以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末と同率の59.6％になりました。 

 （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（以下、「資金」という。）は９億７千１百万円と 

  なり、前連結会計年度末と比較して５千１百円の減少となりました。  

  「営業活動によるキャッシュ・フロー」 

     当第１四半期連結会計期間において、営業活動の結果得られた資金は６億３千５百万円（前年同期は１億１ 

   千４百万円の資金の使用）となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が６億４千７百万円発生したこ 

   となどが主な要因です。 

  「投資活動によるキャッシュ・フロー」 

    当第１四半期連結会計期間における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等により、 

   ７億６千６百万円（前年同期比355.9％増）の使用となりました。 

  「財務活動によるキャッシュ・フロー」 

    当第１四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加等により、７ 

   千９百万円（前年同期は１億８千７百万円の使用）の獲得となりました。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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       平成22年３月期の連結業績予想につきましては、営業収益は、概ね当初計画（平成21年５月11日公表）のとおり 

     に進捗しておりますが、営業利益、経常利益、当期純利益は当第１四半期連結会計期間の実績におきまして、第２ 

     四半期連結累計期間の当初公表数字に対しまして６割を超える進捗となっております。 

      しかしながら、夏場の売り上げにつきましては、異常気象の影響や９月の大型連休での消費動向を見通しにく 

   く、あまり楽観視できない中、現在建設中の中部支店（愛知県小牧市）の開設準備や既存店所の諸整備に伴う費用 

   増、また、燃油費におきましては若干価格が上昇気配にあるなど、先行きの不透明感を拭いきれないこと等を鑑 

     み、第２四半期連結累計期間ならびに通期の連結業績予想につきましては、平成21年５月11日公表の数値の修正 

     は行わないことといたします。    

  

 該当事項はありません。    

  

 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の計上基準 

  法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法 

  によっております。 

    繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の 

  発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス

  ・プランニングを利用する方法によっております。  

  

 該当事項はありません。   

  

  

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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１【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 1,231,795 1,282,917

受取手形及び売掛金 2,926,823 2,964,714

繰延税金資産 74,931 161,751

その他 273,801 249,377

貸倒引当金 △417 △410

流動資産合計 4,506,934 4,658,350

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,755,122 5,862,193

機械装置及び運搬具（純額） 587,051 579,397

土地 7,813,804 7,185,067

リース資産（純額） 500,049 445,624

建設仮勘定 260,009 180,668

その他（純額） 18,728 19,358

有形固定資産合計 14,934,766 14,272,309

無形固定資産   

ソフトウエア 243,476 246,269

無形固定資産合計 243,476 246,269

投資その他の資産   

投資有価証券 1,246,244 1,229,782

長期貸付金 675,000 675,000

繰延税金資産 267,586 310,343

その他 652,317 650,726

貸倒引当金 △4,100 △4,100

投資その他の資産合計 2,837,047 2,861,752

固定資産合計 18,015,290 17,380,331

資産合計 22,522,225 22,038,681

負債の部   

流動負債   

営業未払金 1,147,085 1,178,786

短期借入金 2,162,200 1,865,400

リース債務 128,790 110,404

未払法人税等 199,130 496,781

賞与引当金 73,500 210,800

役員賞与引当金 6,875 28,200

その他 1,543,842 1,104,492

流動負債合計 5,261,423 4,994,865
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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   

長期借入金 1,661,000 1,742,600

リース債務 407,658 366,074

退職給付引当金 730,368 727,786

役員退職慰労引当金 121,879 127,976

再評価に係る繰延税金負債 526,424 526,424

その他 113,494 137,216

固定負債合計 3,560,826 3,628,078

負債合計 8,822,249 8,622,943

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,217,560 1,217,560

資本剰余金 1,392,060 1,392,060

利益剰余金 11,186,116 10,946,796

自己株式 △5,140 △5,140

株主資本合計 13,790,596 13,551,276

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 58,187 16,499

土地再評価差額金 △435,901 △435,901

評価・換算差額等合計 △377,713 △419,401

少数株主持分 287,092 283,863

純資産合計 13,699,975 13,415,738

負債純資産合計 22,522,225 22,038,681
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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 7,755,648 8,040,425

営業原価 6,946,925 6,917,713

売上総利益 808,722 1,122,711

販売費及び一般管理費 418,307 447,800

営業利益 390,415 674,911

営業外収益   

受取利息 5,221 4,454

受取配当金 18,725 9,360

持分法による投資利益 4,785 11,932

その他 31,245 24,541

営業外収益合計 59,979 50,289

営業外費用   

支払利息 16,313 16,950

その他 1,877 1,878

営業外費用合計 18,190 18,829

経常利益 432,204 706,371

特別利益   

固定資産売却益 121 128

投資有価証券売却益 2,256 －

特別利益合計 2,377 128

特別損失   

固定資産除却損 128 2,536

投資有価証券評価損 － 56,716

特別損失合計 128 59,252

税金等調整前四半期純利益 434,453 647,247

法人税、住民税及び事業税 69,160 188,698

法人税等調整額 119,283 100,902

法人税等合計 188,443 289,601

少数株主利益 △6,048 3,576

四半期純利益 252,058 354,069
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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 434,453 647,247

減価償却費 153,453 186,448

貸倒引当金の増減額（△は減少） △201 7

賞与引当金の増減額（△は減少） △132,400 △137,300

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △19,700 △21,325

退職給付引当金の増減額（△は減少） 592 2,582

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8,545 △6,096

受取利息及び受取配当金 △23,947 △13,815

支払利息 16,313 11,963

持分法による投資損益（△は益） △4,785 △11,932

投資有価証券売却損益（△は益） △2,256 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 56,716

有形固定資産売却損益（△は益） △121 △128

固定資産除却損 128 2,536

売上債権の増減額（△は増加） △33,856 37,890

仕入債務の増減額（△は減少） △36,733 △31,700

その他 119,985 384,021

小計 462,377 1,107,114

利息及び配当金の受取額 28,948 19,319

利息の支払額 △5,401 △4,212

法人税等の支払額 △600,229 △486,349

営業活動によるキャッシュ・フロー △114,305 635,871

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △2,201 △2,213

投資有価証券の売却による収入 3,740 －

有形固定資産の取得による支出 △79,808 △776,736

有形固定資産の売却による収入 180 260

無形固定資産の取得による支出 △4,246 －

その他 △85,832 12,054

投資活動によるキャッシュ・フロー △168,168 △766,635

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 － 300,000

長期借入金の返済による支出 △89,400 △84,800

配当金の支払額 △95,949 △107,729

少数株主への配当金の支払額 △2,100 △2,100

その他 － △25,728

財務活動によるキャッシュ・フロー △187,449 79,642

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △469,922 △51,121

現金及び現金同等物の期首残高 1,062,919 1,022,917

現金及び現金同等物の四半期末残高 592,996 971,795
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 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）  

  

      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。 

   

  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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  運送事業 倉庫事業 その他事業 合計 消去又は全社 連結 

  （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

Ⅰ 営業収益及び営業利益             

    営業収益             

(1)外部顧客に対する営業収益 5,439,186 2,097,075 219,386 7,755,648 － 7,755,648

(2)セグメント間の内部営業収益 

  又は振替高 
42,170 27,641 1,229 71,040 △ 71,040 －

計 5,481,356 2,124,716 220,616 7,826,689 △ 71,040 7,755,648

  営業利益 595,129 189,321 24,272 808,722 △ 418,307 390,415

    運送事業 倉庫事業 その他事業 合計 消去又は全社 連結 

    （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

  Ⅰ 営業収益及び営業利益             

      営業収益             

  (1)外部顧客に対する営業収益 5,499,222 2,180,057 361,145 8,040,425 － 8,040,425

  (2)セグメント間の内部営業収益 

  又は振替高 
29,465 27,568 2,352 59,385 △ 59,385 －

  

  計 5,528,687 2,207,625 363,497 8,099,810 △ 59,385 8,040,425

    営業利益 821,531 265,184 35,995 1,122,711 △ 447,800 674,911

（６）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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