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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 8,918 △3.6 92 76.5 52 268.8 4 90.7
21年3月期第1四半期 9,248 ― 52 ― 14 ― 2 ―

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 0.30 ―

21年3月期第1四半期 0.15 ―

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 26,005 6,670 25.4 497.38
21年3月期 25,887 6,683 25.6 498.28

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  6,617百万円 21年3月期  6,630百万円

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 ― ― ― 6.00 6.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 6.00 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

19,500 △1.7 450 60.4 350 60.1 130 33.4 9.77

通期 39,500 0.7 900 24.9 700 23.7 300 39.1 22.55



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  無  

(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３ページ「定性的情報・財務諸表等」４．その他をご参照下さい。 

(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 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれておりま
す。世界経済・競合状況・金利の変動等にかかわるリスクや不安定要因により実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。なお、業
績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参照下さい。 

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 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 14,021,363株 21年3月期  14,021,363株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  716,757株 21年3月期  714,806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 13,304,606株 21年3月期第1四半期 13,873,405株



当第１四半期におけるわが国経済は、製造業での在庫調整が進み一部に景気の底入れ感がみられたものの、個人

消費や民間需要は低迷を続け、依然として先行き不透明な厳しい状況で推移しました。 

このような状況下、当第１四半期の業績は、営業収益については景気低迷の影響により輸送需要が減少し、前年

同期より３億２千９百万円減（△3.6%）の89億１千８百万円となりました。一方利益面では前年からの施策であるグ

ループ内製化による輸送体制の改善や効率的な人員の再配置を実施したこと等により、輸送原価が低減し、営業利益

は前年同期より３千９百万円増（＋76.5%）の９千２百万円、経常利益は前年同期より３千８百万円増（＋268.8%）

の５千２百万円、特別損益・法人税等差引後の四半期純利益は前年同期より１百万円増（+90.7%）の４百万円となり

ました。 

尚、事業部門別営業収益の状況は次のとおりであります。 

（運送事業）  

 新規顧客の誘致を図ったものの、景気低迷の影響により貨物自動車運送部門とＪＲコンテナ部門の取扱いが減少

し、運送事業全体では前年同期より６億８千６百万円減（△7.7％）の82億１千５百万円となりました。 

（物品販売事業） 

 景気低迷の影響により車両等の販売が減少し、前年同期より１千６百万円減（△19.3％）の６千７百万円となりま

した。 

（その他事業） 

 観光部門に係る営業収益の表示方法を変更したこと等もあり、前年同期より３億７千３百万円増（+142.6％）の６

億３千４百万円となりました。  

  

当第1四半期末における総資産は、主に季節的要因により営業未収入金が減少した一方、子会社の札幌通運におい

てホストコンピュータの代替によりリース資産が増加したことや株価の回復により投資有価証券が増加したことで前

連結会計年度末より１億１千８百万円増加し260億５百万円となりました。 

 負債は、営業未収入金の減少と連動し支払手形と営業未払金が減少した一方、未払賞与をその他流動負債に計上し

たことやリース債務が増加したこと等により前連結会計年度より１億３千１百万円増加し193億３千５百万円となり

ました。 

 純資産は利益剰余金が配当の実施等により７千５百万円減少した一方、その他有価証券評価差額金が６千３百万円

増加したことにより、前連結会計年度より１千２百万円減少し66億７千万円となりました。この結果自己資本比率は

25.4%となりました。 

  

  

  

当第１四半期の連結業績は、概ね計画通りに推移しており、本年５月15日公表の連結業績予想に変更はありませ

ん。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

・表示方法に関する変更 

子会社の札幌通運株式会社の観光部門に係る営業収益については、従来は顧客の依頼に基づき航空券等を販

売する手配旅行業務が主であったことから、販売額から営業原価を差引いた純額で表示しておりましたが、近

年ツアーを企画し顧客に販売する主催旅行の取り扱いが増加し、観光部門に係る営業収益の大部分を占めるよ

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

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



うになったことから、当第１四半期連結会計期間から販売額と営業原価をそれぞれ計上する総額表示に変更

しております。これにより、従来の表示と比べ、当第1四半期に係る営業収益及び営業原価がそれぞれ３億５

千５百万円増加しております。 

  

  

  

  



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 2,183,109 1,966,873 

受取手形 660,176 669,296 

営業未収入金 4,210,092 4,727,273 

たな卸資産 69,173 56,027 

繰延税金資産 48,178 75,862 

その他 926,086 919,716 

貸倒引当金 △6,682 △9,479 

流動資産合計 8,090,134 8,405,571 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,387,750 4,441,812 

機械装置及び運搬具（純額） 2,057,225 2,026,695 

土地 6,140,529 6,140,529 

その他（純額） 617,999 372,225 

有形固定資産合計 13,203,505 12,981,263 

無形固定資産   

のれん 68,666 82,399 

その他 205,298 182,895 

無形固定資産合計 273,964 265,295 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,931,351 1,687,965 

繰延税金資産 444,065 488,597 

差入保証金 1,479,254 1,461,172 

その他 657,087 670,632 

貸倒引当金 △74,575 △74,897 

投資その他の資産合計 4,437,183 4,233,471 

固定資産合計 17,914,653 17,480,030 

繰延資産   

創立費 1,050 1,400 

繰延資産合計 1,050 1,400 

資産合計 26,005,837 25,887,001 



（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 674,110 811,947 

営業未払金 3,386,296 3,722,778 

短期借入金 8,240,044 7,885,286 

未払法人税等 11,261 87,951 

賞与引当金 29,548 94,455 

役員賞与引当金 － 32,250 

その他 1,643,364 1,309,521 

流動負債合計 13,984,624 13,944,190 

固定負債   

社債 300,000 300,000 

長期借入金 3,715,678 3,812,711 

繰延税金負債 83,706 88,619 

退職給付引当金 661,967 660,846 

役員退職慰労引当金 108,750 122,050 

その他 480,348 275,502 

固定負債合計 5,350,450 5,259,729 

負債合計 19,335,075 19,203,920 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,000 1,000,000 

資本剰余金 556,843 556,843 

利益剰余金 5,669,216 5,745,002 

自己株式 △204,766 △204,221 

株主資本合計 7,021,293 7,097,623 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △403,791 △467,263 

評価・換算差額等合計 △403,791 △467,263 

少数株主持分 53,260 52,721 

純資産合計 6,670,762 6,683,081 

負債純資産合計 26,005,837 25,887,001 



（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 9,248,053 8,918,327 

営業原価 8,798,009 8,452,771 

営業総利益 450,044 465,555 

販売費及び一般管理費 397,851 373,438 

営業利益 52,192 92,117 

営業外収益   

受取利息 4,952 4,759 

受取配当金 15,900 13,328 

寮収入 11,453 12,306 

その他 14,980 20,180 

営業外収益合計 47,288 50,575 

営業外費用   

支払利息 44,242 40,669 

寮支出 32,097 39,109 

その他 8,947 10,561 

営業外費用合計 85,287 90,340 

経常利益 14,193 52,351 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 73 822 

特別利益合計 73 822 

特別損失   

固定資産除売却損 1,084 4,917 

特別損失合計 1,084 4,917 

税金等調整前四半期純利益 13,182 48,256 

法人税、住民税及び事業税 17,475 18,794 

法人税等調整額 △9,272 21,864 

法人税等合計 8,202 40,659 

少数株主利益 2,853 3,543 

四半期純利益 2,125 4,053 



（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 13,182 48,256 

減価償却費 188,566 208,933 

のれん償却額 13,733 12,830 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △73 △3,119 

賞与引当金の増減額（△は減少） △216,905 △64,907 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △32,820 △32,250 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,099 1,121 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △39,800 △13,300 

受取利息及び受取配当金 △20,853 △18,088 

支払利息 44,242 40,669 

有形固定資産売却損益（△は益） △1,242 471 

有形固定資産除却損 2,915 10,910 

売上債権の増減額（△は増加） 429,700 526,301 

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,639 △13,145 

仕入債務の増減額（△は減少） △686,276 △474,319 

未払消費税等の増減額（△は減少） 50,542 △39,684 

その他 547,714 325,207 

小計 278,888 515,887 

利息及び配当金の受取額 20,850 18,098 

利息の支払額 △45,147 △41,555 

法人税等の支払額 △308,730 △95,529 

営業活動によるキャッシュ・フロー △54,138 396,900 

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 △139,046 △200,356 

有形固定資産の売却による収入 3,871 5,463 

無形固定資産の取得による支出 △7,787 △3,919 

投資有価証券の取得による支出 △1,262 △134,474 

貸付けによる支出 △6,790 △800 

貸付金の回収による収入 4,929 5,385 

その他の支出 △73,438 △93,955 

その他の収入 72,313 90,618 

投資活動によるキャッシュ・フロー △147,210 △332,039 

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） △30,000 370,000 

長期借入れによる収入 411,373 330,000 

長期借入金の返済による支出 △413,024 △442,275 

リース債務の返済による支出 － △16,065 

自己株式の取得による支出 △807 △544 

配当金の支払額 △83,245 △79,839 

少数株主への配当金の支払額 △1,665 △2,001 

財務活動によるキャッシュ・フロー △117,369 159,274 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △318,718 224,135 

現金及び現金同等物の期首残高 1,861,354 1,799,992 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,542,636 2,024,128 



 該当事項はありません。 

  

     【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）及び当第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、営業利益の合計額に占める「運送事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セ

グメント情報の記載を省略しております。 

      【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）及び当第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） 

   本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当ありません。 

  

     【海外営業収益】 

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）及び当第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） 

   海外営業収益がないため、該当ありません。 

  

 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

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



 【生産、受注及び販売の状況】 

 当社グループは、貨物運送を事業の主体としており、生産、受注及び販売の状況を定量的に測定する営業形態をと

っておりませんので、それを算定することは困難であります。 

 従って、輸送実績等によった営業収益を、受注・販売の状況とみなして事業部門別に示すと次のとおりでありま

す。 

      （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

６．その他の情報

事業部門 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日至 平成21年６月30日) 

営業収益 

 金額（千円）   対前年比増減（％）

運送事業  8,215,651  △7.7

物品販売事業  67,713  △19.3

その他事業  634,962  142.6

合計  8,918,327  △3.6
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