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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 13,720 △2.2 722 △18.1 413 △31.9 105 △75.8
21年3月期第1四半期 14,031 ― 882 ― 606 ― 435 ―

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 0.99 ―
21年3月期第1四半期 4.05 ―

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 90,324 19,726 20.0 170.13
21年3月期 90,101 19,578 20.0 169.29

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  18,084百万円 21年3月期  17,996百万円

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 ― ― ― 2.50 2.50
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 2.50 2.50

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

28,000 0.4 1,600 △5.3 950 △12.2 300 △50.0 2.82

通期 56,000 2.2 3,600 7.8 2,300 10.0 800 79.0 7.53
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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．その他をご覧下さい。] 

(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 
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、当社が現在入手している情報及び合理的である 
と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等はさまざまな要因により異なる可能性があります。業績予 
想の前提となる事項については、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。 

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 113,441,816株 21年3月期  113,441,816株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  7,139,514株 21年3月期  7,135,510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 106,303,288株 21年3月期第1四半期 107,692,669株
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当第１四半期の経営成績は、食品部門において精米販売が堅調で売上を伸ばし、不動産部門も増収と
なりましたが、景気低迷の影響からその他の部門は減収となりました。この結果、売上高は137億20百
万円（前年同期比2.2％減）となりました。営業利益は、物流、不動産部門が堅調に推移しましたが、
食品部門、情報部門、金融・証券部門が減益となり、７億22百万円（同18.1％減）となりました。経常
利益は、受取配当金の減少もあり４億13百万円（同31.9％減）となりました。四半期純利益は、昨年計
上した金融商品取引責任準備金戻入２億91百万円の要因もあり１億５百万円（同75.8％減）と前年同期
の実績を大きく下回りました。 

  

①物流部門  
物流部門では売上高は通関、フォワーディング等の国際輸送の取扱減少や国内貨物配送の減少によ

り44億46百万円（前年同期比5.4％減）となりましたが、営業利益は一括受託業務の増加や効率的な
作業の実施により５億19百万円（同3.2％増）と引続き堅調に推移いたしました。 

②食品部門  
食品部門では、量販・外食向けである精米販売は21千玄米トン（前年同期比7.7%増）と引続き増加

しましたが、一般小売店や他卸売業者向けである玄米販売は当用買いの影響から減少し７千玄米トン
（同22.3%減）となり、総販売数量は28千玄米トン（同2.3%減）となりました。売上高は精米販売の
増加により78億１百万円（前年同期比2.3％増）となりましたが、営業利益は玄米販売の減少と営業
費用の増加により24百万円（同79.6％減）となりました。 

③情報部門  
情報部門では、大型案件の減少により売上高は３億37百万円（前年同期比13.1％減）となり、営業

損益は78百万円の損失（前年同期は35百万円の損失）となりました。 
情報部門では棚卸用ハンディターミナル「ストックテイ君」のレンタル業務及び棚卸代行業務を主

力事業と位置付けております。顧客が棚卸を実施する時期は毎年2～3月と8～9月に集中するため、情
報部門では第１、第３四半期にくらべて第２、第４四半期は増収増益となる傾向にあります。 

④不動産部門 

不動産部門では、引続き高水準な稼働率を維持し、またヤマタネビルの持分を取得したことから売
上高は８億57百万円（前年同期比5.1％増）となり、営業利益は３億84百万円（同2.2％増）となりま
した。 

⑤金融・証券部門  

金融・証券部門では、市況の低迷による影響から、売上高は２億77百万円（前年同期比44.8％減）
と前年同期比大きく減少し、営業損益は１億27百万円の損失（前年同期は80百万円の損失）となりま
した。 

  

資産合計は、現金及び預金の減少等により流動資産は減少いたしましたが、保有株式の評価増にと
もない投資その他の資産が増加したこと等から、前連結会計年度末比２億23百万円増加し、903億24
百万円となりました。 

負債合計は、短期借入金が増加したこと等から前連結会計年度末比75百万円増加し、705億98百万
円となりました。  

純資産合計は、その他有価証券評価差額金が増加したこと等から、前連結会計年度末比１億47百万
円増加し、197億26百万円となりました。 

  

当第１四半期の連結業績は、前年同期対比減収減益となっておりますが、物流、不動産部門が堅調に推
移したこともあり、ほぼ計画通りに推移しています。第２四半期におきましては、新米の価格動向が食品
部門の収益に影響を及ぼす可能性があり、金融・証券部門においても今後の市場動向に大きく影響を受け
る可能性があります。これらの不確定な要因はございますが、平成21年５月15日発表の第２四半期連結累
計期間及び通期業績予想を変更しておりません。 

  

【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

（1）当第1四半期の概況 

（2）セグメント別の概況 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（1）資産 

（2）負債 

（3）純資産 

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

当第1四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計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、前連結会計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。

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積
り、簿価切下げを行う方法によっております。 

主として固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定
額を期間按分する方法によっております。 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引
前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、見積実効税
率を使用できない会社については、法定実効税率を使用しております。なお、法人税等調整額は法人
税等に含めて表示しております。 

該当事項はありません。 

  
  

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

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

②棚卸資産の評価方法

③固定資産の減価償却費の算定方法 

④税金費用の計算 

(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：百万円）

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 3,587 4,025

受取手形及び売掛金 6,572 6,228

たな卸資産 1,276 1,176

その他 3,109 3,292

貸倒引当金 △24 △23

流動資産合計 14,521 14,697

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,708 13,872

土地 46,750 46,750

その他（純額） 6,481 6,314

有形固定資産合計 66,940 66,937

無形固定資産 1,141 1,092

投資その他の資産   

投資その他の資産 7,457 7,091

貸倒引当金 △153 △153

投資その他の資産合計 7,304 6,937

固定資産合計 75,386 74,968

繰延資産 416 435

資産合計 90,324 90,101

負債の部   

流動負債   

営業未払金 1,694 1,975

短期借入金 9,927 9,205

1年内返済予定の長期借入金 5,031 5,081

1年内償還予定の社債 1,478 1,478

その他 3,239 3,267

流動負債合計 21,370 21,007

固定負債   

社債 18,692 18,792

長期借入金 16,081 16,239

退職給付引当金 1,749 1,741

役員退職慰労引当金 375 411

その他 12,307 12,299

固定負債合計 49,205 49,484

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 4 5

商品取引責任準備金 17 24

特別法上の準備金合計 22 30

負債合計 70,598 70,522
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（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,555 10,555

資本剰余金 3,775 3,775

利益剰余金 3,065 3,225

自己株式 △1,808 △1,807

株主資本合計 15,587 15,748

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,080 831

土地再評価差額金 1,416 1,416

評価・換算差額等合計 2,496 2,248

少数株主持分 1,641 1,581

純資産合計 19,726 19,578

負債純資産合計 90,324 90,101
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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：百万円）

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 14,031 13,720

営業原価 11,906 11,894

営業総利益 2,125 1,826

販売費及び一般管理費 1,242 1,103

営業利益 882 722

営業外収益   

受取配当金 60 39

その他 15 12

営業外収益合計 75 51

営業外費用   

支払利息 337 339

その他 14 21

営業外費用合計 351 361

経常利益 606 413

特別利益   

金融商品取引責任準備金戻入 291 0

商品取引責任準備金戻入額 2 6

前期損益修正益 － 16

その他 2 0

特別利益合計 295 24

特別損失   

販売用不動産評価損 112 －

その他 14 3

特別損失合計 126 3

税金等調整前四半期純利益 775 434

法人税等 250 262

少数株主利益 89 66

四半期純利益 435 105
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該当事項はありません。 
  

前第1四半連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）    （単位：百万円）

   
  
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）   （単位：百万円）

 
(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おります。 

２ 各区分の主な事業内容 

(1) 物流関連事業…………倉庫業、港湾運送業及び貨物利用運送業 
(2) 食品関連事業…………米穀卸売販売業 
(3) 情報関連事業…………ソフトウェア販売、情報処理サービス業 
(4) 不動産関連事業………不動産の売買、仲介、賃貸及び管理 
(5) 金融・証券関連事業…商品取引業及び証券業 

  

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、記載をしておりませ

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)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） 
海外売上高が、連結営業収益の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

(3) 四半期連結貸借対照表に関する注記

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 
(平成21年３月31日)

 たな卸資産の内訳

販売用不動産 309百万円

商品有価証券 375 〃

商品及び製品 187 〃

仕掛品 143 〃

原材料及び貯蔵品 260 〃

たな卸資産の内訳

販売用不動産 309百万円

商品有価証券 0 〃

商品及び製品 217 〃

仕掛品 135 〃

原材料及び貯蔵品 513 〃

(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】

物流 
関連事業

食品 
関連事業

情報
関連事業

不動産
関連事業

金融・証券
関連事業

計 
 

 
消去 
 

連結 
 

 売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

4,701 7,623 388 815 502 14,031 ― 14,031

(2) セグメント間 
    の内部売上高 
    又は振替高

150 ― 54 21 ― 226 (226) ―

計 4,851 7,623 443 836 502 14,258 (226) 14,031

 営業利益又は 
 営業損失(△)

503 119 △35 376 △80 882 (0) 882

物流 
関連事業

食品 
関連事業

情報
関連事業

不動産
関連事業

金融・証券
関連事業

計 
 

 
消去 
 

連結 
 

 売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

4,446 7,801 337 857 277 13,720 ― 13,720

(2) セグメント間 
    の内部売上高 
    又は振替高

161 ― 52 21 ― 236 (236) ―

計 4,608 7,801 390 878 277 13,956 (236) 13,720

 営業利益又は 
 営業損失(△)

519 24 △78 384 △127 722 ─ 722

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 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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