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1.  平成21年11月期第3四半期の連結業績（平成20年12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）

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 ％

21年11月期第3四半期 7,956 ― 1,003 ― 942 ― 758 ―
20年11月期第3四半期 11,046 △1.2 1,561 △25.8 1,527 △27.5 604 △46.9

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

21年11月期第3四半期 47.50 ―
20年11月期第3四半期 34.90 ―

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

21年11月期第3四半期 41,347 16,958 41.0 1,062.59
20年11月期 42,092 16,447 39.1 1,030.53

（参考） 自己資本   21年11月期第3四半期  16,958百万円 20年11月期  16,447百万円

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

20年11月期 ― 10.00 ― 12.00 22.00
21年11月期 ― 10.00 ―
21年11月期 

（予想）
10.00 20.00

3.  平成21年11月期の連結業績予想（平成20年12月1日～平成21年11月30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   

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

通期 10,000 △43.8 1,040 △78.4 900 △80.9 780 △3.4 48.87
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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）  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。 

(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） 

（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。 

(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）上記に記載した予想値は、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。 
なお、上記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参照してください。 
（２）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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 イヌイ運送株式会社 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年11月期第3四半期 18,200,000株 20年11月期  18,200,000株
② 期末自己株式数 21年11月期第3四半期  2,240,221株 20年11月期  2,239,457株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年11月期第3四半期 15,960,061株 20年11月期第3四半期 17,323,009株
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営業普通倉庫における保管残高は横ばい傾向にありますが、入出庫高は前年同月比で減少傾向にあります。また東京

23区の不動産賃貸業界におきましては一時回復傾向にあった前年同月比の居住用物件の成約数が再び低下しており、当

社グループを取り巻く事業環境は依然として厳しい状況にあります。  

このような情勢下、当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績は、営業収益につきましては前年同期比

3,090百万円(28.0%)減の7,956百万円となりました。また、利益面では営業利益が前年同期比557百万円(35.7%)減の

1,003百万円となり、経常利益は前年同期比584百万円(38.3%)減の942百万円となりました。一方固定資産売却による売

却益ならびに連結子会社株式譲渡による関係会社株式売却益を特別利益に計上したことなどにより、四半期純利益は前

年同期比153百万円(25.4%)増の758百万円となりました。 

なお、前年同期比は参考として記述しております。  

  

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。 

①物流事業 

主にイヌイ運送株式会社が株式譲渡により連結対象外になったことにより、営業収益は2,957百万円で前年同期比

38.8％の減収となりました。また営業利益は前年同期比で317百万円減少し△120百万円となりました。 

②不動産事業  

主力賃貸物件の稼働率の低下等により、営業収益は3,193百万円で前年同期比7.4％の減収、営業利益は1,740百万円 

で前年同期比8.3％の減益となりました。 

③システム開発関連事業 

営業収益は1,421百万円で前年同期比29.9％の減収、営業利益は14百万円で前年同期比64.3％の減益となりました。 

④その他の事業 

第２四半期連結会計期間より、「レジャー事業」は一部のボウリング場等の閉鎖に伴い、当社グループにおける重要

性が薄れたため、「その他の事業」としております。 

営業収益は383百万円で前年同期比47.9％の減収、営業利益は前年同期比で46百万円減少し△5百万円となりました。

  

（資産、負債及び純資産の状況）  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、貸付金の減少、固定資産の取得等により前連結会計年度末比745百万円減

の41,347百万円となりました。負債は、引当金の減少等により前連結会計年度末比1,256百万円減の24,388百万円とな

りました。純資産は利益剰余金等の増加により前連結会計年度末比510百万円増の16,958百万円となり、自己資本比率

は41.0%となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して783百万円減少し3,581百

万円となりました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

当第３四半期連結累計期間における営業活動の結果として得られた資金は、税金等調整前四半期純利益、減価償却

費があったものの、有形固定資産売却益、未払費用の減少による支出等により582百万円となりました。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

当第３四半期連結累計期間における投資活動の結果として使用した資金は、固定資産の取得による支出、固定資産

の売却による収入、貸付金の回収による収入等により1,006百万円となりました。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果として使用した資金は、配当金の支払による支出等により379百

万円となりました。 

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
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最近の業績動向を踏まえ、通期連結業績予想を以下のとおり修正いたします。 

  

平成２１年１１月期通期連結業績予想数値の修正 （平成２０年１２月１日～平成２１年１１月３０日） 

                                                              (単位：百万円) 

            

                           

本年２月竣工の大型賃貸倉庫（神戸みなと倉庫）のテナント誘致の不振と中央区勝どきの賃貸マンションの稼動が低

調に推移していることが、売上高及び各利益の減少の主要因となり、いずれも前回予想（平成２１年７月８日発表）を

下回る見込みとなります。  

第２四半期連結会計期間において、当社連結子会社であったイヌイ運送株式会社は、平成21年４月１日付で当

社が保有する株式のうち51％を譲渡したため、持分法適用関連会社となっております。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

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．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法によっておりま

したが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年

７月５日）が適用されたことに伴い、主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。  

３．連結業績予想に関する定性的情報

   
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 

前回発表予想（A）    10,300     1,200     1,000      850 
     円   銭 

     53   26 

今回修正予想（B）    10,000     1,040       900      780      48   87 

増減額（B－A）    △ 300    △  160    △ 100     △ 70         ― 

増減率（％）    △ 2.9    △ 13.3    △10.0    △ 8.2         ― 

（ご参考）前期実績    17,793     4,813     4,700       807      46  49 

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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（追加情報） 

役員退職慰労引当金の計上基準  

当社は従来、役員の退職慰労金の支払いに充てるため、内規に基づき、四半期連結会計期間末要支給額を計

上しておりましたが、定時株主総会において役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給が決議されました。

これにより、第１四半期連結会計期間において、役員退職慰労引当金を全額取崩し、打ち切り支給額の未払

い分については長期未払金として固定負債「その他」に含めて表示しております。  

－5－
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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３四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20年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,581 4,365

受取手形及び営業未収金 493 1,030

有価証券 30 30

関係会社短期貸付金 － 6,000

その他 484 326

貸倒引当金 △0 △5

流動資産合計 4,588 11,746

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,840 13,297

土地 2,657 3,385

信託建物及び信託構築物（純額） 6,277 －

信託土地 3,935 3,935

その他（純額） 501 2,642

有形固定資産合計 26,212 23,260

無形固定資産 260 321

投資その他の資産   

投資有価証券 8,919 5,170

その他 1,368 1,593

貸倒引当金 △2 △0

投資その他の資産合計 10,286 6,763

固定資産合計 36,758 30,346

資産合計 41,347 42,092
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（単位：百万円）

当第３四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20年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 337 535

短期借入金 6,355 10,310

1年内返済予定の長期借入金 1,354 6,794

未払法人税等 424 189

役員賞与引当金 22 50

資産撤去引当金 190 204

その他 785 1,564

流動負債合計 9,469 19,649

固定負債   

長期借入金 10,432 1,350

退職給付引当金 8 153

役員退職慰労引当金 － 158

負ののれん － 53

受入保証金 4,262 4,130

その他 215 149

固定負債合計 14,919 5,995

負債合計 24,388 25,644

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,767 2,767

資本剰余金 2,699 2,698

利益剰余金 12,185 11,781

自己株式 △1,218 △1,217

株主資本合計 16,434 16,029

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 524 417

評価・換算差額等合計 524 417

純資産合計 16,958 16,447

負債純資産合計 41,347 42,092
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８月31日) 

営業収益 7,956

営業原価 6,137

営業総利益 1,818

販売費及び一般管理費 815

営業利益 1,003

営業外収益  

受取利息 34

受取配当金 79

持分法による投資利益 78

その他 19

営業外収益合計 211

営業外費用  

支払利息 249

その他 22

営業外費用合計 272

経常利益 942

特別利益  

固定資産売却益 567

関係会社株式売却益 186

その他 81

特別利益合計 835

特別損失  

投資有価証券評価損 82

移転補償金 30

その他 52

特別損失合計 165

税金等調整前四半期純利益 1,613

法人税、住民税及び事業税 731

法人税等調整額 123

法人税等合計 854

四半期純利益 758
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12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 1,613

減価償却費 717

減損損失 6

資産撤去引当金の増減額（△は減少） △14

退職給付引当金の増減額（△は減少） △44

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △150

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △27

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3

受取利息及び受取配当金 △113

支払利息 249

持分法による投資損益（△は益） △35

投資有価証券売却損益（△は益） △13

投資有価証券評価損益（△は益） 82

関係会社株式売却損益（△は益） △186

有形固定資産除却損 11

有形固定資産売却損益（△は益） △566

保険解約損益（△は益） △52

営業譲渡損益（△は益） △8

売上債権の増減額（△は増加） 203

仕入債務の増減額（△は減少） 34

たな卸資産の増減額（△は増加） 2

未払費用の増減額（△は減少） △408

未払又は未収消費税等の増減額 △41

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 132

差入保証金の増減額（△は増加） △162

その他 △148

小計 1,077

利息及び配当金の受取額 168

利息の支払額 △227

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △435

営業活動によるキャッシュ・フロー 582

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 △5,089

固定資産の売却による収入 778

投資有価証券の売却及び償還による収入 66

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

222

営業譲渡による収入 8

貸付金の回収による収入 2,910

保険積立金の解約による収入 95

その他 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,006
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 5,840

短期借入金の返済による支出 △9,525

長期借入れによる収入 10,450

長期借入金の返済による支出 △6,808

自己株式の売却による収入 0

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △337

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △379

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △804

現金及び現金同等物の期首残高 4,365

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 20

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,581
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 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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年８月31日）       （単位 百万円）

 （注）１．事業区分の方法 

 事業区分は、事業の種類、性質に応じて区分しております。 

２．各事業の主要内容 

 (1）物流事業…………………倉庫、貨物運送、物流不動産の企画、開発、賃貸、仲介並びに建物管理他  

                 荷役、引越 

 (2）不動産事業………………不動産の賃貸、管理、売買、仲介 

 (3）システム開発関連事業…ソフト開発、システム構築、軽作業請負、システム技術者育成事業 

 (4）その他の事業……………ボウリング場等の運営 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は625百万円であり、その主なもの

は連結財務諸表提出会社の管理セグメントに係る費用であります。 

４．従来、事業の種類別セグメントは、「物流事業」、「不動産事業」、「レジャー事業」、「システム開発関

    連事業」の４区分としておりましたが、第２四半期連結会計期間より、「レジャー事業」は一部のボウリ 

    ング場等の閉鎖に伴い当社グループにおける重要性が薄れたため、「その他の事業」と表記しております。

５．物流事業のうち、引越部門は平成21年４月１日付で当社が保有するイヌイ運送株式会社の株式のうち51% 

  を譲渡したため、第２四半期連結会計期間より連結対象外となっております。 

  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年８月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため開示しておりません。 

  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年８月31日） 

海外売上高がないため開示しておりません。  

  

 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〕

  物流事業 
  

不動産事業
  

システム開
発関連事業

その他の
事業 計 

  

消去又は 
全社 
   

連結 
  

営業収益                                      

(1）外部顧客に対する営業

収益 
 2,957 3,193 1,421 383  7,956  － 7,956

(2）セグメント間の営業収

益又は振替高 
 2 184 56 10  253 (253) －

計  2,959 3,378 1,478 393  8,209 (253) 7,956

営業利益又は営業損失（△）  △120 1,740 14 △5  1,629 (625) 1,003

〔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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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年12月１日 至 平成20年８月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年11月期 
第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 営業収益  11,046

Ⅱ 営業原価  8,453

営業総利益  2,593

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,032

営業利益  1,561

Ⅳ 営業外収益  173

 受取利息  50

 受取配当金  92

 その他  29

Ⅴ 営業外費用  207

 支払利息  200

 その他  6

経常利益  1,527

Ⅵ 特別利益  3

 投資有価証券売却益  0

 固定資産売却益  2

 保険解約返戻金  0

 その他  0

Ⅶ 特別損失  361

 固定資産除却損  101

 固定資産売却損  72

 投資有価証券評価損  53

 移転補償金  27

 建物等臨時償却費  105

 その他   0

税金等調整前四半期純利益  1,169

法人税、住民税及び事業税  528

法人税等調整額   11

少数株主損益   25

四半期純利益  604
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前第３四半期連結累計期間（自 平成19年12月１日 至 平成20年８月31日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成20年11月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 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   1,169

減価償却費   789

のれん償却額   15

退職給付引当金の増減額（減少：△）   △4

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）   12

役員賞与引当金の増減額（減少：△）   △7

貸倒引当金の増減額（減少：△）   2

受取利息及び受取配当金   △143

支払利息   200

持分法による投資損失   6

投資有価証券売却益   △0

投資有価証券売却損   0

投資有価証券評価損   53

固定資産除却損   101

固定資産売却益   △2

固定資産売却損    72

建物等臨時償却費   105

売上債権の増減額（増加：△）   40

仕入債務の増減額（減少：△）   7

たな卸資産の増減額（増加：△）   1

未払消費税の増減額（減少：△）  24

受入保証金の増減額（減少：△）   △504

差入保証金の増減額（増加：△）   2

その他   △248

小計  1,695

利息及び配当金の受取額   110

利息の支払額   △197

法人税等の支払額   △963

営業活動によるキャッシュ・フロー  645
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前年同四半期 

（平成20年11月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

有価証券の償還及び売却による収入   15

固定資産の取得による支出   △3,114

固定資産の処分等による支出   △61

固定資産の売却による収入   541

投資有価証券の取得による支出   △16

投資有価証券の償還及び売却による収入   2

関係会社株式等の取得による支出   △360

貸付による支出   △6,000

貸付金回収による収入   115

匿名組合出資返還による収入   202

その他   △3

投資活動によるキャッシュ・フロー  △8,678

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   2,400

短期借入金の返済による支出   △30

長期借入による収入   7,100

長期借入金の返済による支出   △1,236

自己株式の売却による収入と取得による支出  △0

配当金の支払額   △344

少数株主への配当金の支払額   △14

財務活動によるキャッシュ・フロー  7,874

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  △158

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,421

Ⅵ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額  9

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  2,272
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前第３四半期連結累計期間（自 平成19年12月１日 至 平成20年８月31日）              （単位 百万円）

 （注）１．事業区分の方法 

 事業区分は、事業の種類、性質に応じて区分しております。 

２．各事業の主要内容 

(1）物流事業…………………倉庫、貨物運送、物流不動産の企画、開発、賃貸、仲介並びに建物管理他     

荷役、引越 

(2）不動産事業………………不動産の賃貸、管理、売買、仲介 

(3）レジャー事業……………ボウリング場、レストラン、娯楽施設の運営 

(4）システム開発関連事業…技術者派遣、ソフト開発、システム構築、軽作業請負 

  

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は657百万円であり、その主なもの

は連結財務諸表提出会社の管理本部に係る費用であります。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年12月１日 至 平成20年８月31日）      

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため開示しておりません。 

  

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年12月１日 至 平成20年８月31日） 

海外売上高がないため開示しておりません。 

  

  

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  物流事業 
  

不動産事業
  

レジャー事
業 

システム開
発関連事業
  

計 
  

消去又は 
全社 

    

連結 
  

営業収益                 

(1）外部顧客に対する営業

収益 
 4,832 3,448 736 2,028  11,046  － 11,046

(2）セグメント間の営業収

益又は振替高 
 3 276 10 81  371 ( )371 －

計  4,836 3,724 747 2,109  11,417 ( )371 11,046

営業利益  197 1,898 41 81  2,218 ( )657 1,561

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

－15－

イヌイ倉庫㈱　（9308）　平成21年11月期　第3四半期決算短信




