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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年3月21日～平成21年6月20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）

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 2,386 ― 97 ― 100 ― 57 ―

21年3月期第1四半期 2,581 △2.6 83 △42.9 88 △43.8 45 13.8

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 7.69 ―

21年3月期第1四半期 5.97 ―

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 9,847 7,272 73.8 964.87
21年3月期 9,565 7,248 75.8 961.75

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  7,272百万円 21年3月期  7,248百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年3月21日～平成22年3月20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  
 

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 
累計期間 5,150 △0.1 250 31.5 250 26.5 125 19.1 16.58

通期 10,300 4.4 500 75.6 500 70.0 250 72.5 33.17
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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】 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】 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 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 7,560,000株 21年3月期  7,560,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  23,230株 21年3月期  22,831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 7,536,770株 21年3月期第1四半期 7,537,912株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化により、
上記予想値と異なる場合があります。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第１４号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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１．経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間の日本経済は、昨年来の急激な経済の落ち込みが底を打った等、言わ

れていても、企業の設備投資や雇用に回復の兆しがないまま経過しました。 

運輸業界も経済の落ち込みの影響を受け、輸送量の減少が続き倒産する企業も増加していま

す。 

このような環境の中、流通センターの業務改善や車輌の稼動効率を高める努力をし、組織の

勢いを失わせないよう留意しました。また合わせて地域に対する営業開発を強化しています。

前年同期と比較して、営業収益は減少しましたが、燃料費が下がったことと、車輌の代替が

少ないことにより、減価償却費などの原価が抑えられ、減収増益となりました。 

その結果、営業収益 2,386 百万円、経常利益は 101 百万円、四半期純利益は 57 百万円とな

りました。 

 

 
 
２．財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の概況 

 流動資産は、3,588 百万円(前期末比 9.2%増、301 百万円増)となり、そのうち現金及び預

金は、1,581 百万円(前期末比 136 百万円増)となりました。 

固定資産は、6,258 百万円(前期末比 0.3%減、19 百万円減)となり、そのうち有形固定資産は、

5,801 百万円（前期末比 40 百万円減）となりました。 

流動負債は、1,717 百万円(前期末比 19.9%増、285 百万円増)となり、そのうち賞与引当金は、

321 百万円（前期末比 105 百万円増）となりました. 

固定負債は、857 百万円(前期末比 3.0%減、26 百万円減)となり、そのうち長期借入金は、

396 百万円（前期末比 30 百万円減）となりました。 

純資産の部は、7,272 百万円（前期末比 0.3%増、23 百万円増）となり、そのうち利益剰余

金は、4,996 百万円（前期末比 20 百万円増）となりました。 

 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

第１四半期の業績は、概ね予想通りに推移しており、平成 22 年３月期の業績予想について

は、第２四半期累計期間及び通期ともに平成 21 年５月１日の決算発表時点と変更はありませ

ん。 
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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 

一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定してお

ります。 

     

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、事業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おります。 

 

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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場合は、前事業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。 

 

 

(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 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 

 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第１４号）を適用しております。ま

た、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

② 貯蔵品については、従来、移動平均法による原価法によっておりましたが、当第１四半

期会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年7月5

日）が適用されたことに伴い、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切り下げの方法）により算定しております。 

なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 
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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20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,581,272 1,445,030 

受取手形及び営業未収入金 1,553,671 1,460,925 

有価証券 199,640 199,520 

貯蔵品 7,772 7,549 

その他 246,507 174,333 

貸倒引当金 △314 △293 

流動資産合計 3,588,550 3,287,065 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,942,194 4,941,744 

減価償却累計額 △3,300,221 △3,269,524 

建物及び構築物（純額） 1,641,973 1,672,219 

機械装置及び運搬具 2,503,209 2,499,023 

減価償却累計額 △2,141,370 △2,128,733 

機械装置及び運搬具（純額） 361,839 370,289 

土地 3,774,853 3,774,853 

その他 161,438 161,438 

減価償却累計額 △138,815 △136,765 

その他（純額） 22,622 24,672 

有形固定資産合計 5,801,288 5,842,035 

無形固定資産 37,315 34,732 

投資その他の資産   

投資有価証券 200,292 176,760 

差入保証金 98,321 101,081 

その他 123,415 125,351 

貸倒引当金 △1,777 △1,777 

投資その他の資産合計 420,252 401,416 

固定資産合計 6,258,857 6,278,183 

資産合計 9,847,407 9,565,249 
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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20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 538,956 505,531 

1年内返済予定の長期借入金 144,796 153,286 

未払法人税等 89,963 － 

賞与引当金 321,540 216,000 

役員賞与引当金 5,000 18,000 

その他 617,211 539,341 

流動負債合計 1,717,467 1,432,158 

固定負債   

長期借入金 396,405 427,024 

退職給付引当金 233,880 229,834 

役員退職慰労引当金 191,787 190,035 

その他 35,860 37,331 

固定負債合計 857,933 884,225 

負債合計 2,575,400 2,316,384 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,140,000 1,140,000 

資本剰余金 1,120,000 1,120,000 

利益剰余金 4,996,836 4,976,554 

自己株式 △8,937 △8,833 

株主資本合計 7,247,899 7,227,720 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,108 21,144 

評価・換算差額等合計 24,108 21,144 

純資産合計 7,272,007 7,248,865 

負債純資産合計 9,847,407 9,565,249 
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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)

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年６月20日) 

営業収益 2,386,692

営業原価 2,192,868

売上総利益 193,824

販売費及び一般管理費 96,568

営業利益 97,255

営業外収益  

受取利息 332

受取配当金 5,042

その他 1,970

営業外収益合計 7,345

営業外費用  

支払利息 2,639

営業外費用合計 2,639

経常利益 101,961

特別利益  

固定資産売却益 763

投資有価証券売却益 2,921

特別利益合計 3,685

税引前四半期純利益 105,647

法人税、住民税及び事業税 86,000

法人税等調整額 △38,321

法人税等合計 47,678

四半期純利益 57,968
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年６月20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 105,647

減価償却費 78,274

貸倒引当金の増減額（△は減少） 21

賞与引当金の増減額（△は減少） 105,540

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,046

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,751

受取利息及び受取配当金 △5,375

支払利息 2,639

有形固定資産売却損益（△は益） △763

投資有価証券売却損益（△は益） △2,921

売上債権の増減額（△は増加） △92,745

たな卸資産の増減額（△は増加） △223

仕入債務の増減額（△は減少） 33,424

その他 45,663

小計 261,978

利息及び配当金の受取額 5,375

利息の支払額 △2,639

法人税等の支払額 △7,073

営業活動によるキャッシュ・フロー 257,641

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 △60,797

有形固定資産の売却による収入 2,046

投資有価証券の取得による支出 △26,481

投資有価証券の売却による収入 11,596

その他 26,491

投資活動によるキャッシュ・フロー △47,144

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △39,109

配当金の支払額 △35,074

その他 △103

財務活動によるキャッシュ・フロー △74,287

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 136,209

現金及び現金同等物の期首残高 1,434,998

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,571,208
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(4) 継続企業の前提に関する注記 
 

該当事項なし 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
 

該当事項なし 
 
 

 参考資料 
前四半期に係る財務諸表等 
（要約）四半期損益計算書 

科  目 

前第１四半期 
（平成 21 年 3 月期第 1 四半期）  

金額（千円） 

  

Ⅰ 営業収益 2,581,744 

Ⅱ 営業原価 2,389,422 

営業総利益 192,322 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 108,542 

営業利益 83,780 

Ⅳ 営業外収益 8,256 

Ⅴ 営業外費用 3,652 

経常利益 88,384 

Ⅵ 特別利益 2,280 

Ⅶ 特別損失 3,626 

税引前 
四半期（当期）純利益 

87,038 

法人税等 42,000 

四半期（当期）純利益 45,038 

 
                                        

以上 
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