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1.  平成22年2月期第2四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年8月31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2月期第2四半期 4,598 ― 347 ― 370 ― 208 ―

21年2月期第2四半期 4,915 12.7 273 6.9 270 △7.4 157 2.7

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2月期第2四半期 8,829.24 8,747.57
21年2月期第2四半期 6,522.94 6,407.89

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2月期第2四半期 2,464 1,672 67.5 70,545.68
21年2月期 2,297 1,554 67.3 65,571.90

（参考） 自己資本   22年2月期第2四半期  1,664百万円 21年2月期  1,546百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― 0.00 ― 4,500.00 4,500.00
22年2月期 ― 3,000.00

22年2月期 
（予想）

― 3,000.00 6,000.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 10,100 0.9 700 22.4 750 24.4 440 22.6 18,651.97



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） 

(注) 詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。 

(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 

1.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準
適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
2.上記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、業況
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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2月期第2四半期 24,390株 21年2月期  24,390株

② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期  800株 21年2月期  800株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第2四半期 23,590株 21年2月期第2四半期 24,123株



当第2四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、昨秋以降の世界的な金融・経済危機による実体経済への影響か

ら、企業の収益環境や雇用環境は依然として厳しく、個人消費は引き続き低迷する中、国内景気は低調なまま推移い

たしました。 

また、当社グループが属するフォワーダー業界におきましても、世界的な不況により取扱貨物量が激減したことに

加え、急激な為替相場の変動も影響し、非常に厳しい経営環境となりました。 

このような状況下、当社グループの主力とする日中間の海上貨物輸送におきましては、国内消費の低迷と夏場の天

候不順の影響もありアパレルを中心とした既存顧客の取扱貨物量は減少に転じましたが、積極的な営業活動の展開と

通関受注及び航空貨物輸送の営業強化によって、取扱貨物量の減少をカバーすべく新規顧客の獲得と収益性の向上に

努めてまいりました。 

以上の結果、2009年度上半期における日中間の取扱貨物量は日本国内全体で前年同期比15.8％減と大幅に落込んだ

ものの、当社グループの当第2四半期連結累計期間における取扱貨物量は、在庫調整の一巡した顧客の貨物量に復調の

兆しが見え始めたことと、新規顧客数の増加が寄与したこともあって、海上輸送における取扱貨物量は前年同期比

4.8％減の落込みに留まりました。 

 しかし、急激な円高進行は、海上運賃収入の圧迫要因となり、営業収益は前年同期比6.4％減少する結果となりまし

が、利益面におきましては、収益性の高い通関部門での受注獲得や航空貨物の取扱いの強化を図ったことに加え、仕

入コストの削減効果によって、売上総利益率は前年同期比5.1ポイント改善し、営業収益の減収を補完する結果となり

ました。 

よって、当第2四半期連結累計期間における営業収益は4,598百万円（前年同期比6.4％減）、営業利益347百万円

（前年同期比26.9％増）、経常利益370百万円（前年同期比37.0％増）、四半期純利益208百万円（前年同期比32.4％

増）となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は次の通りであります。 

①日本 

新規顧客の獲得と潜在需要の掘起しによる営業収益の回復を進めてまいりましたが、円高の影響により、営業収益

は、東京地区で前年同期比0.7％減少、名古屋地区、大阪地区共に前年同期比11.3％減少と低調なまま推移いたしまし

た。また、輸送別では、海上輸送における取扱コンテナ本数は、輸出入合計43,976TEU（前年同期比4.8％減）と低調

な推移であったものの、航空貨物は、937トン（前年同期比38.6％増）、通関受注は10,269件（前年同期比33.4％増）

と堅調に推移いたしました。 

以上の結果、日本における営業収益は4,132百万円（前年同期比5.5％減）、営業利益は323百万円（前年同期比

30.3％増）となりました。 

②中国・香港 

中国国内の内需は回復基調であるものの、日本の国内景気の低迷から日本向け貨物が減少した結果、営業収益は452

百万円（前年同期比14.1％減）、営業利益は17百万円（前年同期比30.8％増）となりました。 

③東南アジア 

中国・香港と同様に日本向け貨物が減少した結果、営業収益は14百万円（前年同期比4.4％減）、営業利益は0百万

円（前年同期比133.9％増）となりました。 

(※ 対前年同期比については、参照データであります。） 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ166百万円増加し2,464百万円となりまし

た。これは主に、売掛金が178百万円増加した一方で現金及び預金が24百万円減少したことによるものであります。 

負債総額は、前連結会計年度末に比べ48百万円増加し791百万円となりました。これは主に、買掛金が87百万円、未

払法人税等が39百万円増加した一方で1年内償還予定の社債100百万円の償還によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ118百万円増加し1,672百万円となりました。これは主に、剰余金の処分106百万

円があった一方で為替換算調整勘定が16百万円増加したこと及び四半期純利益208百万円を計上したことによるもので

あります。 

  

・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



(2) キャッシュ・フローの状況  

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ64

百万円減少し、1,020百万円となりました。 

  

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの内訳は次の通りであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果、獲得した資金は175百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を370百万円計

上したことのほか、仕入債務の増加87百万円等の資金の増加要因に対し、法人税等の支払額128百万円、売上債権の増

加178百万円等の資金の減少要因によるものであります。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果、支出した資金は50百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入170百万円、有価

証券の償還による収入100百万円及び投資有価証券の償還による収入100百万円等の資金の増加要因に対し、余剰資金

の安定運用のための定期預金の預入による支出210百万円及び有価証券の取得による支出199百万円等の資金の減少要

因によるものであります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果、支出した資金は205百万円となりました。これは社債の償還による支出100百万円及び配当金の支

払額105百万円の資金の減少要因によるものであります。 

  

通期の見通しにつきましては、依然として国内外の実体経済が不透明な状況にあることや個人消費の低迷などによ

り引続き厳しい事業環境が続くものと予想されます。取扱貨物量の減少と円高基調は、下期も続くものと考えており

当社グループの営業収益への影響は避けられない状況であり、営業収益は当初の発表予想を下回る見込みでありま

す。 

一方、利益面では、収益性の高い通関受注や航空貨物の獲得に注力することのほか、仕入コストの低減と効率経営

による経費圧縮を図ることで、当初の発表予想を上回る見込みであります。 

このような状況を踏まえ、本日付で平成22年2月期の連結業績予想を修正しております。修正に関する具体的な内容

につきましては、「平成22年2月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  
  

 該当事項はありません。 

  

１．簡便な会計処理 

① 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。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

   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



１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

２．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会

第一部会）、「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日

（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年3月30日改正））が平成20年4月1日以降開始する連結会

計年度に係る四半期連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、第1四半期連結会計期間からこれ

らの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法を採用しております。 

  なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

３．「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18

年5月17日）を第1四半期連結会計期間から適用しております。 

 この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

(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２四半期連結会計期間末
(平成21年８月31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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,230,390 1,254,800

売掛金 602,502 423,555

有価証券 199,799 99,873

その他 113,210 103,385

貸倒引当金 △3,920 △2,202

流動資産合計 2,141,981 1,879,413

固定資産   

有形固定資産 23,111 25,996

無形固定資産 43,353 46,045

投資その他の資産   

投資有価証券 99,382 199,103

差入保証金 128,013 122,074

その他 30,561 28,126

貸倒引当金 △2,046 △3,016

投資その他の資産合計 255,910 346,288

固定資産合計 322,375 418,330

資産合計 2,464,357 2,297,744

負債の部   

流動負債   

買掛金 333,419 246,154

1年内償還予定の社債 － 100,000

未払法人税等 176,084 136,408

賞与引当金 30,306 25,925

役員賞与引当金 9,250 20,000

預り金 114,343 115,290

その他 74,673 54,188

流動負債合計 738,077 697,966

固定負債   

退職給付引当金 51,647 44,577

その他 2,187 951

固定負債合計 53,835 45,528

負債合計 791,912 743,495



(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年８月31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２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 266,660 266,660

資本剰余金 217,110 217,110

利益剰余金 1,273,320 1,171,194

自己株式 △67,756 △67,756

株主資本合計 1,689,335 1,587,208

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △89 －

繰延ヘッジ損益 △971 －

為替換算調整勘定 △24,101 △40,367

評価・換算差額等合計 △25,162 △40,367

少数株主持分 8,271 7,407

純資産合計 1,672,444 1,554,248

負債純資産合計 2,464,357 2,297,744



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
  至 平成21年８月31日) 

営業収益  

輸送事業収入 4,515,001

その他事業収入 83,732

営業収益合計 4,598,734

営業原価  

輸送事業仕入 3,316,225

その他事業仕入 71,731

営業原価合計 3,387,956

売上総利益 1,210,777

販売費及び一般管理費 863,247

営業利益 347,529

営業外収益  

受取利息 3,408

為替差益 14,758

長期未請求債務償却益 1,720

その他 3,223

営業外収益合計 23,110

営業外費用  

支払利息 168

事務所退去費用 232

その他 152

営業外費用合計 553

経常利益 370,085

税金等調整前四半期純利益 370,085

法人税、住民税及び事業税 170,686

法人税等調整額 △9,170

法人税等合計 161,515

少数株主利益 288

四半期純利益 208,281



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
  至 平成21年８月31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 370,085

減価償却費 10,827

長期前払費用償却額 200

貸倒引当金の増減額（△は減少） 748

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,381

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,750

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,070

受取利息 △3,408

支払利息 168

為替差損益（△は益） 566

預り金の増減額（△は減少） △946

売上債権の増減額（△は増加） △178,947

仕入債務の増減額（△は減少） 87,264

その他 13,826

小計 301,088

利息の受取額 3,235

利息の支払額 △594

法人税等の支払額 △128,257

営業活動によるキャッシュ・フロー 175,471

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 △210,000

定期預金の払戻による収入 170,000

有価証券の取得による支出 △199,787

有価証券の償還による収入 100,000

有形固定資産の取得による支出 △2,427

無形固定資産の取得による支出 △2,500

投資有価証券の償還による収入 100,000

差入保証金の差入による支出 △13,801

差入保証金の回収による収入 8,020

投資活動によるキャッシュ・フロー △50,495

財務活動によるキャッシュ・フロー  

社債の償還による支出 △100,000

配当金の支払額 △105,660

財務活動によるキャッシュ・フロー △205,660

現金及び現金同等物に係る換算差額 16,274

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △64,410

現金及び現金同等物の期首残高 1,084,800

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,020,390



当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年3月１日 至 平成21年8月31日) 

当社及び連結子会社の事業は、国際貨物輸送事業ならびにこれらの附帯業務及びその他事業であり

ます。しかしながら、全セグメントの営業収益の合計及び営業利益の金額の合計額に占める国際貨物

輸送事業ならびにこれらの附帯業務の割合が90％を超えるため、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】 

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年3月１日 至 平成21年8月31日) 

 
(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．上記区分のうち、東南アジアに属する国又は地域の内訳は、タイであります。 

  

【海外営業収益】 

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年3月１日 至 平成21年8月31日) 

 
(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．上記区分のうち、東南アジアに属する国又は地域の内訳は、タイであります。 

３．海外営業収益は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における営業収益であります。 

  

 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

日本 中国・香港 東南アジア 計 消去 連結

(千円) (千円) (千円) (千円) 又は全社 (千円)

(千円)

 営業収益

 (1) 外部顧客に対する 
   営業収益

4,132,123 452,265 14,345 4,598,734 ― 4,598,734

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

16,059 510,076 10,535 536,671 (536,671) ―

計 4,148,182 962,342 24,880 5,135,405 (536,671) 4,598,734

 営業利益 323,983 17,826 780 342,589 4,939 347,529

中国・香港 東南アジア 計

Ⅰ 海外営業収益(千円) 452,265 14,345 466,610

Ⅱ 連結営業収益(千円) － － 4,598,734

Ⅲ 連結営業収益に占める 
  海外営業収益の割合(％)

9.8 0.3 10.2

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



前年同四半期に係る財務諸表等 

(１) 中間連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

前中間連結会計期間

（自 平成20年３月１日
  至 平成20年８月31日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ 営業収益

  輸送事業収入 4,915,537 100.0

Ⅱ 営業原価

  輸送事業仕入 3,872,194 78.8

  売上総利益 1,043,342 21.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 769,477 15.6

  営業利益 273,864 5.6

Ⅳ 営業外収益

  １ 受取利息 3,386

  ２ デリバティブ評価益 44

  ３ 保険代理店収入 1,386

  ４ 長期未請求債務償却益 1,489

  ５ その他 193 6,500 0.1

Ⅴ 営業外費用

  １ 支払利息 1,176

  ２ 株式交付費 30

  ３ 為替差損 8,359

  ４ その他 737 10,303 0.2

  経常利益 270,062 5.5

Ⅵ 特別利益

  賞与引当金戻入益 3,710 3,710 0.1

   税金等調整前中間純利益 273,773 5.6

  法人税、住民税及び事業税 118,647

  法人税等調整額 △3,232 115,415 2.4

  少数株主利益 1,003 0.0

  中間純利益 157,354 3.2



(２) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

前中間連結会計期間

（自 平成20年３月１日
  至 平成20年８月31日）

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間純利益 273,773

   減価償却費 7,455

   長期前払費用償却 170

   株式交付費 30

   貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,030

   賞与引当金の増減額（△は減少） 3,121

   役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,250

   退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,422

   受取利息 △3,386

   支払利息 1,176

   為替差損益（△は益） △1,015

   デリバティブ評価損益 △44

   預り金の増減額（△は減少） 34,575

   売上債権の増減額（△は増加） △79,131

   仕入債務の増減額（△は減少） 6,671

   その他 4,618

    小計 246,219

   利息の受取額 2,344

   利息の支払額 △1,566

   法人税等の支払額 △161,194

  営業活動によるキャッシュ・フロー 85,802

Ⅱ 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 △16

   定期預金の払戻による収入 110,044

   有価証券の取得による支出 △99,100

   有価証券の償還による収入 100,000

   有形固定資産の取得による支出 △1,106

   無形固定資産の取得による支出 △58

   投資有価証券の取得による支出 △98,692

      貸付金の回収による収入 140

   差入保証金の差入による支出 △7,473

   差入保証金の返還による収入 1,770

  投資活動によるキャッシュ・フロー 5,508

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入による収入 54,680

   短期借入金の返済による支出 △9.421

   株式の発行による収入 767

   親会社による配当金の支払額 △83,448

   少数株主への配当金の支払額 △4,505

  財務活動によるキャッシュ・フロー △41,927

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,798

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 42,584

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,192,872

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,235,457



セグメント情報 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

当社及び連結子会社の事業は、国際貨物輸送事業ならびにこれらの附帯業務の単一事業であります。従いまして、

開示対象となるセグメントはありませんので記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

 
(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．上記区分のうち、東南アジアに属する国又は地域の内訳は、タイであります。 

  

【海外営業収益】 

前中間連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

 
(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．上記区分のうち、東南アジアに属する国又は地域の内訳は、タイであります。 

３．海外営業収益は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における営業収益であります。 

  

日本 中国・香港 東南アジア 計 消去 連結

(千円) (千円) (千円) (千円) 又は全社 (千円)

(千円)

 営業収益

 (1) 外部顧客に対する 
   営業収益

4,374,024 526,511 15,001 4,915,537 ― 4,915,537

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

7,593 434,604 15,923 458,121 (458,121) ―

計 4,381,617 961,116 30,924 5,373,658 (458,121) 4,915,537

 営業利益 248,660 13,626 333 262,620 11,244 273,864

中国・香港 東南アジア 計

Ⅰ 海外営業収益(千円) 526,511 15,001 541,513

Ⅱ 連結営業収益(千円) － － 4,915,537

Ⅲ 連結営業収益に占める 
  海外営業収益の割合(％)

10.7 0.3 11.0




