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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 2,544 △8.5 29 ― 133 ― 58 225.8
21年3月期第1四半期 2,780 ― △9 ― △17 ― 17 ―

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 10.87 ―

21年3月期第1四半期 3.30 3.29

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 13,352 4,781 35.2 897.84
21年3月期 13,675 4,817 34.6 881.59

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,699百万円 21年3月期  4,733百万円

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 ― 7.50 12.50
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

5.00 ― 7.50 12.50

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  有  
 

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

5,650 △5.8 85 △9.8 145 163.6 55 112.4 10.28

通期 11,650 0.9 240 23.8 250 56.3 100 86.8 18.70
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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  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） 

(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 

・本資料に記載した予想数値は、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、
様々な要因により、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等については、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。 

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 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 5,651,000株 21年3月期  5,651,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  416,680株 21年3月期  281,680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 5,348,551株 21年3月期第1四半期 5,404,291株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融不安の影響により大幅に悪化した景気
に底入れ感の兆しが見られるものの、依然として企業業績の不振や設備投資の減少、雇用・所得環境の悪
化に起因する個人消費等の低迷が続き厳しい状況で推移しました。 
当社グループを取り巻く経営環境におきましても、昨秋以降からの国内貨物輸送量の減少傾向と生活防

衛意識の高まりによる個人消費の冷え込み等が主力事業に大きく影響し、厳しい経営環境が続きました。
このような経営環境のなかで当社グループは、環境の変化と顧客ニーズに対応したソリューション型の

営業活動を展開しながら、持続的成長に向けた事業基盤の強化と諸経費削減による原価率の低減に努めて
まいりました。 
この結果、当第１四半期連結会計期間の営業収益は、昨秋以降から続く貨物輸送の需要低迷と個人消費

の冷え込み等が大きく影響し、2,544百万円(対前年同期比91.5％)となりました。営業利益におきまして
は、販売費及び一般管理費を含めた諸経費削減のための諸施策等を順次進めてきた結果、29百万円(前年
同期は９百万円の損失)となりました。経常利益におきましては、退任役員の経営者保険解約等による営
業外収益の増加もあり、133百万円(前年同期は17百万円の損失)、四半期純利益は58百万円(対前年同期比
325.8％)となりました。 

  

(資産) 
当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて2.4％減少し、13,352百万円とな

りました。流動資産は、前連結会計年度末に比べて2.7％減少し、3,802百万円となりました。これは、受
取手形及び営業未収入金が38百万円減少したことなどによります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ
て2.2％減少し、9,548百万円となりました。これは、有形固定資産が89百万円減少したことなどによりま
す。 
  
(負債) 
当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて3.2％減少し、8,571百万円とな

りました。流動負債は、前連結会計年度末に比べて1.2％減少し、3,942百万円となりました。これは、支
払手形及び営業未払金が85百万円減少したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて
4.9％減少し、4,629百万円となりました。これは、長期借入金が191百万円減少したことなどによりま
す。 
  
(純資産) 
当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.8％減少し、4,781百万円と

なりました。これは、株主資本合計が79百万円減少したことなどによります。 
  

当第１四半期連結会計期間における業績を勘案し、平成21年５月15日に公表いたしました平成22年３月
期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想を修正いたしました。詳しくは、本日（平成21年８月10
日）別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

[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
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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：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 1,794,411 1,812,637

受取手形及び営業未収入金 1,237,238 1,275,579

商品 301,754 305,605

貯蔵品 12,420 12,987

その他 461,173 507,704

貸倒引当金 △4,424 △4,905

流動資産合計 3,802,573 3,909,609

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,096,061 3,154,475

機械装置及び運搬具（純額） 381,906 410,038

土地 4,520,982 4,520,982

その他（純額） 40,845 44,064

有形固定資産合計 8,039,794 8,129,560

無形固定資産 41,994 41,622

投資その他の資産   

その他 1,530,529 1,671,421

貸倒引当金 △64,194 △79,559

投資その他の資産合計 1,466,334 1,591,862

固定資産合計 9,548,123 9,763,045

繰延資産 2,280 2,495

資産合計 13,352,977 13,675,150
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（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 1,172,723 1,258,585

短期借入金 559,400 592,700

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

1年内返済予定の長期借入金 1,492,182 1,520,925

未払法人税等 15,255 24,094

賞与引当金 113,402 69,241

その他 549,087 485,795

流動負債合計 3,942,051 3,991,341

固定負債   

社債 80,000 80,000

長期借入金 3,943,948 4,135,815

退職給付引当金 352,362 349,287

役員退職慰労引当金 110,824 154,757

その他 141,973 145,961

固定負債合計 4,629,108 4,865,820

負債合計 8,571,159 8,857,162

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,262,736 1,262,736

資本剰余金 1,189,881 1,189,881

利益剰余金 2,589,951 2,572,103

自己株式 △319,553 △222,353

株主資本合計 4,723,015 4,802,367

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16,386 △51,847

繰延ヘッジ損益 △8,127 △15,914

為替換算調整勘定 1,078 △1,079

評価・換算差額等合計 △23,435 △68,841

新株予約権 10,511 11,643

少数株主持分 71,726 72,818

純資産合計 4,781,818 4,817,987

負債純資産合計 13,352,977 13,675,150
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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：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 2,780,386 2,544,945

営業原価 2,417,793 2,162,525

営業総利益 362,593 382,419

販売費及び一般管理費 372,549 353,344

営業利益 △9,955 29,075

営業外収益   

受取利息 535 480

受取配当金 1,697 1,755

受取賃貸料 － 5,400

受取保険金 － 115,672

その他 19,786 21,516

営業外収益合計 22,018 144,826

営業外費用   

支払利息 23,279 28,666

その他 5,922 11,447

営業外費用合計 29,201 40,114

経常利益 △17,138 133,787

特別利益   

固定資産売却益 1,515 －

貸倒引当金戻入額 13,207 964

その他 1,858 3,781

特別利益合計 16,580 4,745

特別損失   

固定資産売却損 399 －

固定資産除却損 7,667 105

投資有価証券評価損 22,858 －

その他 3,650 5,009

特別損失合計 34,575 5,114

税金等調整前四半期純利益 △35,133 133,418

法人税、住民税及び事業税 5,467 13,164

法人税等調整額 △56,402 62,540

法人税等合計 △50,935 75,704

少数株主利益 △2,039 △404

四半期純利益 17,840 58,118
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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) 
 該当事項はありません。 

  

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) 
 該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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