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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 47,747 △16.8 4,547 △24.0 4,940 △24.4 2,768 △25.0
21年3月期第1四半期 57,381 ― 5,983 ― 6,537 ― 3,691 ―

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 10.41 ―
21年3月期第1四半期 13.50 ―

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 279,960 237,682 84.9 893.84
21年3月期 280,251 235,044 83.9 883.92

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  237,646百万円 21年3月期  235,007百万円

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 ― ― ― 8.50 8.50
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 8.50 8.50

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

99,500 △12.7 9,500 △19.7 10,200 △19.5 5,900 △19.7 22.19

通期 204,000 △6.3 20,000 △5.0 21,300 △5.6 12,400 △4.2 46.64
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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。業績予想に関する事項は、４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 274,345,675株 21年3月期  274,345,675株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  8,475,858株 21年3月期  8,475,547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 265,869,825株 21年3月期第1四半期 273,520,551株
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 当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、一部に持ち直しの動きが見られましたものの、企業の減産体制の継続

により個人消費や民間需要は低迷し、景気は引き続き厳しい状況となりました。 

 物流業界におきましても、輸出入貨物、内需貨物ともに低調な取扱いを余儀なくされ、経営環境は依然として厳し

い、底這いの状態が継続しました。 

 このような状況下にあって、当社グループは独自の物流施設の能力をフル活用した、高付加価値サービスを提供す

る積極的な提案型営業活動を展開するとともに、コストダウン活動や費用の削減に注力いたしました。 

 この結果、第１四半期連結累計期間における作業収入は前年同期に比べ、16.8%減収の477億47百万円となり、利益

面におきましては、コストダウンの推進や作業の効率化に努めましたものの、営業利益は前年同期に比べ24.0%減益

の45億47百万円、経常利益は24.4%減益の49億40百万円となり、四半期純利益におきましても前年同期に比べ25.0%減

益の27億68百万円となりました。 

  

（セグメント別の概況） 

〔物流事業部門〕 

 港湾運送事業では自動車、製鉄原料、プラント、コンテナなど輸出入貨物ともに総じて低調な取扱いとなり、作業

収入は前年同期に比べて19.9%減収の173億98百万円となりました。 

 また、在庫調整や消費の低迷による物量の減少から、倉庫業は前年同期に比べて10.8%減収の46億13百万円、倉庫

工場荷役請負業は7.3%減収の39億15百万円、重量貨物運搬業は10.0%減収の16億41百万円、自動車運送関連事業も

14.3%減収の76億6百万円となるなど物流事業部門の作業収入は前年同期に比べて16.9%減収の454億91百万円となりま

した。 

〔その他事業部門〕 

 建設機工事業を含むその他事業部門におきましては、民間設備投資の減少などの影響を受け、前年同期に比べて

14.1%減収の22億56百万円となりました。 

  

セグメント別作業収入                                                                  （単位 百万円） 

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

  
前第１四半期 

連結累計期間 

当第１四半期 

連結累計期間 

前第１四半期連結累計期間比増減

 金額 率（％）

物流事業         

港湾運送 21,716  17,398  △4,317  △19.9

倉庫 5,171  4,613  △557  △10.8

自動車運送関連 8,870  7,606  △1,264  △14.3

倉庫工場荷役請負 4,221  3,915  △306  △7.3

重量貨物運搬 1,824  1,641  △182  △10.0

港湾関連 3,562  2,994  △568  △16.0

梱包 840  480  △360  △42.8

内航海運取扱 755  624  △130  △17.3

通関 611  506  △105  △17.2

その他 7,180  5,709  △1,470  △20.5

小  計 54,755  45,491  △9,263  △16.9

その他事業      

建設機工 1,779  1,478  △300  △16.9

その他 846  777  △69  △8.2

小  計 2,626  2,256  △370  △14.1

合  計 57,381  47,747  △9,633  △16.8
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(1）資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、株式相場の上昇により「投資有価証券」が増加したものの、流動

資産の「現金及び預金」が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて2億91百万円減少の2,799億60百万円

となりました。 

 当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、流動負債の「支払手形及び下払未払金」並びに「未払法人税

等」が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて29億29百万円減少の422億77百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は、四半期純利益による「利益剰余金」並びに「その他有価証券評価

差額金」が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて26億38百万円増加の2,376億82百万円となりまし

た。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが純収入とな

り、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローがそれぞれ純支出となりました結

果、現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末残高は前連結会計年度末に比べて、20億59百万円減少の226

億55百万円となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は税金等調整前四半期純利益48億98百万円に減価償却費24億19百万円、法

人税等の支払額40億59百万円などを加減算し、合計では26億49百万円の純収入となりました。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は固定資産の取得により28億8百万円を支出し、その他の増減を合わせた

合計では、27億62百万円の純支出となりました。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は配当金等を支出した結果、合計では22億60百万円の純支出となりまし

た。 

  

 当第１四半期の業績は概ね計画どおり推移しており、平成21年５月14日に公表いたしました第２四半期連結累計期

間及び通期の業績予想に変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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。 

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
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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 15,155 17,216

受取手形及び営業未収金 34,700 34,780

有価証券 7,500 7,498

貯蔵品 288 307

その他 16,750 16,258

貸倒引当金 △57 △57

流動資産合計 74,337 76,003

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 96,319 95,349

土地 64,831 64,753

その他（純額） 16,685 17,531

有形固定資産合計 177,835 177,633

無形固定資産 6,341 6,352

投資その他の資産   

投資有価証券 12,555 10,652

その他 8,956 9,676

貸倒引当金 △67 △67

投資その他の資産合計 21,445 20,261

固定資産合計 205,622 204,248

資産合計 279,960 280,251

負債の部   

流動負債   

支払手形及び下払未払金 17,943 18,680

未払法人税等 2,480 4,553

賞与引当金 210 162

その他 8,820 8,987

流動負債合計 29,454 32,384

固定負債   

退職給付引当金 12,186 12,151

役員退職慰労引当金 28 27

船舶特別修繕引当金 0 0

その他 608 644

固定負債合計 12,823 12,823

負債合計 42,277 45,207
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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 31,642 31,642

資本剰余金 26,854 26,854

利益剰余金 182,877 181,360

自己株式 △5,835 △5,835

株主資本合計 235,538 234,021

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,220 986

為替換算調整勘定 △112 －

評価・換算差額等合計 2,107 986

少数株主持分 36 36

純資産合計 237,682 235,044

負債純資産合計 279,960 280,251
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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) 

作業収入 57,381 47,747

作業原価 47,613 39,668

作業総利益 9,768 8,079

販売費及び一般管理費 3,784 3,531

営業利益 5,983 4,547

営業外収益   

受取利息 35 29

受取配当金 298 132

持分法による投資利益 27 45

その他 195 185

営業外収益合計 556 393

営業外費用   

雑支出 3 0

営業外費用合計 3 0

経常利益 6,537 4,940

特別利益   

固定資産売却益 1 7

特別利益合計 1 7

特別損失   

固定資産除売却損 180 33

投資有価証券評価損 － 15

特別損失合計 180 49

税金等調整前四半期純利益 6,358 4,898

法人税、住民税及び事業税 2,625 2,021

法人税等調整額 41 108

法人税等合計 2,666 2,129

少数株主利益 0 0

四半期純利益 3,691 2,768
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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 6,358 4,898

減価償却費 2,658 2,419

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △98 △50

受取利息及び受取配当金 △333 △162

持分法による投資損益（△は益） △27 △45

投資有価証券評価損益（△は益） － 15

有形固定資産除売却損益（△は益） 178 25

売上債権の増減額（△は増加） △7 413

たな卸資産の増減額（△は増加） 8 19

仕入債務の増減額（△は減少） △648 △816

その他 1,387 △313

小計 9,492 6,404

利息及び配当金の受取額 363 304

法人税等の支払額 △4,704 △4,059

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,150 2,649

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △1,579 △2,808

固定資産の売却による収入 8 21

投資有価証券の取得による支出 △6 △2

貸付けによる支出 △7 －

貸付金の回収による収入 7 6

その他 △152 21

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,730 △2,762

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △2,324 △2,259

自己株式の増減額（△は増加） △3 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,327 △2,260

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,091 △2,372

現金及び現金同等物の期首残高 19,469 24,714

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 313

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,561 22,655
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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）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） 

 物流事業の作業収入及び営業利益の金額は、全セグメントの作業収入の合計及び営業利益の合計額に占める割

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。 

  

 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） 

 本邦の作業収入は、全セグメントの作業収入の合計に占める割合が90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

   

 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） 

 海外作業収入は、連結作業収入の10％未満のため、海外作業収入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〕

〔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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