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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 4,917 △19.6 337 △20.3 379 △19.9 236 △10.3

21年3月期第1四半期 6,119 ― 424 ― 473 ― 263 ―

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 13.62 ―

21年3月期第1四半期 13.40 ―

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 38,228 29,865 77.8 1,716.55
21年3月期 37,042 29,293 78.8 1,682.19

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  29,745百万円 21年3月期  29,175百万円

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 ― 12.50 ― 10.00 22.50

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

10.00 ― 12.50 22.50

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  
 

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

10,600 △13.9 590 △27.7 630 △28.8 370 ― 21.35

通期 21,500 △6.0 1,240 △13.2 1,300 △14.7 750 29.0 43.28



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） 

(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、
実際の業績等は様々な要因により大きく異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 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 20,064,897株 21年3月期  20,064,897株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,736,146株 21年3月期  2,720,906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 17,338,286株 21年3月期第1四半期 19,654,841株



 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年からの世界同時不況のなか、一部に持ち直しの動きはあ

るものの、企業収益や設備投資の減少、また、雇用環境の悪化など依然として厳しい状況が続きました。 

 物流業界におきましては、荷主企業の在庫調整・減産や輸出入貨物の落ち込みにより総物流量が低下するなか、

競争激化の状況は続き、厳しい経営環境で推移しました。 

 このような事業環境のもと、当社グループは、平成21年６月に梅小路支店トランクルームサービス伏見店等にお

いて、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格であるＩＳＯ/ＩＥＣ２７００１：２００５の拡大認証

を登録するなど業務の品質向上を図るとともに、環境に配慮したグリーン経営の推進にも取り組み、経営の効率化

に努めました。 

 これらの結果、当第１四半期連結会計期間の営業収益は4,917百万円（前年同期比19.6％減）、営業利益は337百

万円（前年同期比20.3％減）、経常利益は379百万円（前年同期比19.9％減）、四半期純利益は236百万円（前年同

期比10.3％減）となりました。 

  事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 （倉庫業） 

  倉庫業におきましては、入出庫量は前年同期に比し大幅に減少となり、保管残高も減少しました。これらの結

果、倉庫業の営業収益は1,315百万円（前年同期比12.8％減）となりましたが、営業利益は経費圧縮に努め210百

万円（前年同期比9.0％増）となりました。 

 （運送業）  

  運送業におきましては、取扱数量は入出庫高の減少の影響により、前年同期に比し減少し、営業収益は2,638

百万円（前年同期比14.7％減）、営業利益は217百万円（前年同期比12.7％減）となりました。 

 （国際貨物取扱業） 

  国際貨物取扱業におきましては、梱包業及び通関業の取扱数量は前年同期に比し大幅に減少しました。これら

の結果、国際貨物取扱業の営業収益は982百万円（前年同期比36.2％減）、営業利益は48百万円（前年同期比

61.6％減）となりました。 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,186百万円増の38,228

百万円となりました。これは主に、流動資産の現金及び預金が319百万円減少しましたが、固定資産の建設仮勘定

が737百万円、投資有価証券が1,042百万円増加したこと等によるものです。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ614百万円増の8,363百万円となりました。これは主に、流動負債

の賞与引当金が129百万円減少しましたが、固定負債の長期借入金が186百万円、繰延税金負債が285百万円増加し

たこと等によるものです。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ572百万円増の29,865百万円となりました。これは主に、その

他有価証券評価差額金が514百万円増加したこと等によるものです。 

 以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ1.0ポイント減の77.8%となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動に

よるキャッシュ・フローで639百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローで1,071百万円の減少、財務活動

によるキャッシュ・フローで112百万円の増加となり、当第１四半期連結会計期間末には4,006百万円となりまし

た。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果得られた資金は、主に、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費によるものであり、639百

万円と前年同期と比べ458百万円（252.8％）の増加となりました。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果使用した資金は、主に、有形固定資産及び投資有価証券の取得のための支出によるものであ

り、1,071百万円と前年同期と比べ800百万円（295.1％）の増加となりました。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果得られた資金は、主に、長期借入金の借入れによる増加と長期借入金の返済及び配当金の支払

いによる減少によるものであり、112百万円と前年同期と比べ541百万円（－％）の増加となりました。 

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



 連結業績予想につきましては、概ね予想どおりに推移しており、現時点においては、平成21年５月20日発表の業

績予想に変更はありません。 

   

 該当事項はありません。 

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 貸倒実績率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場合に、前連結会計年度末

の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②固定資産の減価償却の方法 

 定率法（建物については租税特別措置法に規定する割増償却を含む）を採用している有形固定資産について

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



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 4,406,924 4,726,492

受取手形及び営業未収入金 2,801,060 2,860,942

貯蔵品 13,743 11,768

繰延税金資産 55,744 110,083

未収還付法人税等 106,821 98,257

その他 447,816 404,168

貸倒引当金 △458 △479

流動資産合計 7,831,652 8,211,233

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,217,899 12,434,678

機械装置及び運搬具（純額） 500,286 488,968

土地 9,643,800 9,643,800

リース資産（純額） 41,989 44,474

建設仮勘定 1,720,635 983,220

その他（純額） 134,378 144,191

有形固定資産合計 24,258,988 23,739,331

無形固定資産 25,206 25,625

投資その他の資産   

投資有価証券 5,721,771 4,678,803

繰延税金資産 8,273 13,979

その他 429,046 419,517

貸倒引当金 △45,996 △45,996

投資その他の資産合計 6,113,094 5,066,303

固定資産合計 30,397,289 28,831,261

資産合計 38,228,942 37,042,494



（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   

支払手形及び営業未払金 994,200 969,759

短期借入金 3,210,000 3,210,000

1年内返済予定の長期借入金 851,100 735,100

リース債務 10,436 10,436

未払法人税等 113,420 21,421

賞与引当金 105,050 234,200

役員賞与引当金 3,800 22,200

その他 1,126,848 1,063,714

流動負債合計 6,414,856 6,266,832

固定負債   

長期借入金 1,047,300 861,200

リース債務 33,651 36,261

繰延税金負債 685,656 400,558

退職給付引当金 58,837 62,122

負ののれん 8,122 8,934

その他 115,031 113,181

固定負債合計 1,948,599 1,482,257

負債合計 8,363,455 7,749,089

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,734,294 2,734,294

資本剰余金 2,263,807 2,263,807

利益剰余金 26,294,749 26,232,015

自己株式 △2,369,155 △2,356,432

株主資本合計 28,923,695 28,873,685

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 824,256 310,028

為替換算調整勘定 △2,327 △7,801

評価・換算差額等合計 821,928 302,227

少数株主持分 119,862 117,491

純資産合計 29,865,486 29,293,404

負債純資産合計 38,228,942 37,042,494



（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 6,119,625 4,917,414

営業原価 5,541,635 4,432,036

営業総利益 577,989 485,377

販売費及び一般管理費 153,674 147,379

営業利益 424,314 337,998

営業外収益   

受取利息 859 514

受取配当金 53,371 48,911

受取家賃 3,033 2,932

負ののれん償却額 812 812

持分法による投資利益 1,860 2,219

その他 2,946 3,351

営業外収益合計 62,883 58,742

営業外費用   

支払利息 11,721 16,513

その他 1,952 855

営業外費用合計 13,674 17,368

経常利益 473,524 379,372

特別利益   

固定資産売却益 2,127 16,396

投資有価証券売却益 － 2,982

貸倒引当金戻入額 － 21

特別利益合計 2,127 19,399

特別損失   

固定資産除却損 632 717

固定資産売却損 57 1,095

投資有価証券評価損 4,546 －

特別損失合計 5,236 1,812

税金等調整前四半期純利益 470,414 396,959

法人税、住民税及び事業税 108,481 119,153

法人税等調整額 98,909 39,226

法人税等合計 207,390 158,379

少数株主利益又は少数株主損失（△） △393 2,406

四半期純利益 263,417 236,173



（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 470,414 396,959

減価償却費 290,378 279,858

負ののれん償却額 △812 △812

貸倒引当金の増減額（△は減少） △446 △21

賞与引当金の増減額（△は減少） △149,809 △129,150

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,100 △18,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,434 △3,284

受取利息及び受取配当金 △54,230 △49,426

支払利息 11,721 16,513

持分法による投資損益（△は益） △1,860 △2,219

為替差損益（△は益） △95 26

投資有価証券評価損益（△は益） 4,546 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △2,982

固定資産除却損 632 717

固定資産売却損益（△は益） △2,069 △15,301

営業債権の増減額（△は増加） 78,243 59,881

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,709 △1,975

その他の資産の増減額（△は増加） △2,837 △41,829

営業債務の増減額（△は減少） △25,360 24,441

未払消費税等の増減額（△は減少） △54,036 54,119

その他の負債の増減額（△は減少） 50,418 73,247

小計 583,553 640,363

利息及び配当金の受取額 58,429 53,142

利息の支払額 △11,527 △18,353

法人税等の支払額 △449,189 △35,719

営業活動によるキャッシュ・フロー 181,267 639,432

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △200,000 △200,000

定期預金の払戻による収入 200,000 200,000

有形固定資産の取得による支出 △218,973 △886,224

有形固定資産の売却による収入 5,867 39,804

投資有価証券の取得による支出 △58,873 △223,927

投資有価証券の売却による収入 － 3,967

子会社出資金の取得による支出 － △4,558

その他 823 △375

投資活動によるキャッシュ・フロー △271,155 △1,071,313

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 500,000

長期借入金の返済による支出 △143,000 △197,900

リース債務の返済による支出 － △2,609

自己株式の増減額（△は増加） △309 △12,723

配当金の支払額 △285,057 △173,672

少数株主への配当金の支払額 △756 △756

財務活動によるキャッシュ・フロー △429,122 112,338



（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) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 95 △26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △518,914 △319,567

現金及び現金同等物の期首残高 5,069,265 4,326,492

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,550,350 4,006,924



 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） 

 （注）１．事業区分は営業収益の集計区分によっております。 

２．各事業の主な業務は以下のとおりであります。 

 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）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）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） 

海外営業収益は、連結営業収益の10％未満であるため、海外営業収益の記載を省略しております。 

 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〕

項目 
倉庫業 
（千円） 

運送業
（千円） 

国際貨物取
扱業(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  1,497,701  3,082,273  1,539,649  6,119,625  －  6,119,625

(2）セグメント間の内部営業収

益又は振替高 
 10,606  11,678  －  22,285  △22,285  －

計  1,508,308  3,093,952  1,539,649  6,141,910  △22,285  6,119,625

営業利益 193,220  249,166  126,716  569,103  △144,788  424,314

項目 
倉庫業 
（千円） 

運送業
（千円） 

国際貨物取
扱業(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  1,304,764  2,630,054  982,595  4,917,414  －  4,917,414

(2）セグメント間の内部営業収

益又は振替高 
 10,546  8,765  －  19,312  △19,312  －

計  1,315,311  2,638,819  982,595  4,936,726  △19,312  4,917,414

営業利益  210,599  217,549  48,616  476,766  △138,767  337,998

倉庫業 ：倉庫、賃貸等 

運送業 ：貨物利用運送、貨物自動車運送 

国際貨物取扱業 ：梱包、通関等 

〔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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