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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 18,120 △4.3 712 △24.1 724 △26.0 420 △12.1

21年3月期第2四半期 18,940 ― 938 ― 980 ― 478 ―

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2四半期 41.04 ―

21年3月期第2四半期 46.44 ―

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2四半期 24,204 12,659 52.3 1,236.26
21年3月期 23,813 12,327 51.8 1,203.87

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  12,659百万円 21年3月期  12,327百万円

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3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00

22年3月期 ― 10.00

22年3月期 
（予想）

― 10.00 20.00

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  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

通期 37,400 1.2 1,360 △7.7 1,360 △10.7 730 7.9 71.29
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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 

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が発表日現在において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、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっ
ての注意事項等については、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2四半期 10,300,000株 21年3月期  10,300,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  60,119株 21年3月期  60,069株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 10,239,912株 21年3月期第2四半期 10,299,945株
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 当第２四半期連結累計期間における日本経済は、在庫調整の一巡および中国など新興国での需要拡大などにより輸

出と生産に回復傾向が見られたものの、世界的な経済対策の効果による面が大きく、また設備投資の減少や雇用情勢

の悪化に伴う個人消費の弱まりなど依然として厳しい状況で推移いたしました。  

 当社グループが属する物流業界におきましては、国内物流および国際物流ともに景気の底打ちに伴い生産水準も回

復移行期にあるものの本格回復には至らず、個人消費の低調さも加わり物流量全般的に減少し、依然として厳しい経

営環境に直面しております。また、当社グループの主力である家電物流も個人消費の落ち込みおよび夏季の天候不順

によるエアコン等の季節家電商品の低迷により苦戦が続きました。しかしながら政府のグリーン家電普及促進事業

（エコポイント制度）の効果により、薄型テレビおよび冷蔵庫等の省エネ家電が伸びるなど持ち直しの動きが見え始

めました。 

 このような経営環境におきまして、当社グループは機動的な経営戦略や経営基盤の強化を推進するため、①コス

ト競争力の更なる強化、②他社との差別化、③新規顧客の開拓という３つの施策を掲げ、それぞれにつき当社グル

ープの組織を横断したタスクフォースを立ち上げ積極的に推進してまいりました。具体的には、流通系３ＰＬシス

テム（※１）における倉庫内作業の効率化などローコストオペレーションの推進および運送費の低減、流通系共同

プラットフォーム（※２）を活用した営業強化によるメーカー物流の受託、同業他社との共同化の推進、宅配・設

置事業の全国展開を見据えた取引拡大、他社とのアライアンスの推進、国内外一貫輸送サービス体制の構築による

メーカー物流等の受託、ＩＴ関連メーカーおよび異業種向け提案の強化など新規顧客開拓への取組み、また間接コ

ストの削減など利益確保に向けた施策を積極的に推進してまいりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は、個人消費の低迷による流通系の物流量減少および生産調

整によるメーカー物流の減少により18,120百万円（前年同四半期比4.3％減）となりました。また、利益面におきま

しても、倉庫内作業のオペレーション改善、運送原価の低減および間接経費削減などに努めたものの、物流量減少

の影響、商品価格の下落および新規顧客獲得に伴う初期投資費用等をカバーしきれず、営業利益は712百万円（同

24.1％減）、経常利益は724百万円（同26.0％減）、四半期純利益は420百万円（同12.1％減）となりました。 

 事業の種類別セグメントごとの概況は次のとおりであります。 

ａ. ロジスティクス・ソリューション事業  

 ロジスティクス・ソリューション事業におきましては、個人消費の低迷および家電製品の激しい価格競争など

市場環境は依然として厳しいものの、「エコポイント」効果による薄型テレビおよび冷蔵庫等の省エネ家電の伸

びに支えられ、荷動きは回復傾向で推移いたしました。このような環境のもと、当社グループは顧客企業の物流

ニーズに対応した物流コスト削減等による他社との差別化に重点的に取り組み、既存顧客との取引拡大および新

規顧客の獲得、宅配・設置事業の事業領域拡大等を進めてまいりました。しかしながら個人消費の低迷に加え、

商品価格の下落を受けて物流フィーが低下したことなどにより、営業収益は8,210百万円（前年同四半期比4.3％

減）、営業利益は677百万円（同20.8％減）となりました。  

ｂ. 国際物流事業 

 国際物流事業におきましては、他社とのアライアンスおよび国内外一貫輸送サービス体制の構築により、国内

外のメーカーおよび有力フォワーダーの物流受託等に積極的に取り組みました。また、大型冷蔵庫等の輸入物量

が回復したことにより、営業収益は527百万円（前年同四半期比1.0％増）となりましたが、競争激化による利益

率の低下により営業利益は61百万円（同3.2％減）となりました。 

ｃ. 国内一般物流事業 

 国内一般物流事業におきましては、流通系共同プラットフォームを活用した家電メーカー等の物流受託、家電

物流以外への事業領域の拡大、同業他社との共同物流による事業規模拡大等を推進し、また既存顧客における未

受託分野への取り組みを強化いたしました。この結果、新規荷主の獲得による増収はあったもののメーカーの生

産調整による物流量の減少をカバーしきれず、営業収益は9,382百万円（前年同四半期比4.6％減）となりまし

た。また営業利益は、運送原価の低減などコスト競争力の強化に努め、727百万円（同4.8％増）となりました。 

（※１）３ＰＬシステム 
サード・パーティ・ロジスティクスの略称で、「荷主企業に対して物流改革を提案し、包括して物流業務を受託する業務」と定

義されております。従来、荷主企業が行っていた物流システムの構築・管理という業務を、第三者が荷主企業に代わり、荷主企

業の立場に立って、輸送・保管、倉庫立地や配送ルートなどロジスティクスネットワークの設計等を行う他、在庫管理、情報管

理、品揃えや人材配置についても提案します。 
（※２）流通系共同プラットフォーム 

当社においては、大手家電量販店向け３ＰＬ事業として複数の荷主を獲得したことにより、家電メーカー各社の当社物流センタ

ーへの製品の入出庫実績が年々増加しております。そこで当社の物流センターを共同プラットフォーム化することによって、メ

ーカー製品在庫の拠点として活用することが可能となり、家電メーカー各社の自社物流子会社による当社物流センターへの配送

頻度の効率化が図れます。当社は、この共同プラットフォーム化した物流センターの運営を国内各メーカーに提案しており、共

同プラットフォーム化の促進により、物流センターを核にした複数メーカーを束ねるビジネスモデルを構築し、利益の源泉を拡

げ、さらに事業領域を拡大していく所存であります。  

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
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  当第２四半期末の財政状態については、前期末と比較して、資産は受取手形及び営業未収入金の減少、商品及び製

品の減少、預け金の増加、リース資産の増加、差入保証金の増加等の増減の結果により390百万円増加し、負債は支

払手形及び営業未払金の減少、借入金の減少、リース債務の増加等の増減の結果により59百万円増加いたしました。

また、純資産は利益剰余金の増加等により331百万円増加いたしました。 

 キャッシュ・フローの状況については、営業活動により得られた資金は827百万円となりました。これは、主に税

金等調整前四半期純利益711百万円、減価償却費260百万円、売上債権の減少額426百万円等による増加と、仕入債務

の減少額251百万円、法人税等の支払額245百万円等による減少の結果であります。投資活動により支出した資金は

231百万円となりました。これは、主に差入保証金の差入れ148百万円、無形固定資産の取得67百万円によるもので

あります。財務活動により支出した資金は450百万円となりました。これは、主に長期借入金の返済290百万円およ

び剰余金の配当102百万円によるものであります。以上の結果、当第２四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前

期末より146百万円増加し、2,057百万円となりました。  

  今後の日本経済の見通しにつきましては、昨秋以降の世界的な景気後退は底入れしたと見られ、中国など新興国向

け需要に支えられ輸出、生産面で回復傾向にあるものの、設備投資の抑制、雇用情勢の悪化、消費低迷およびデフレ

懸念など、国内景気は当面厳しい状況が続くと予想され、今後の世界景気の動向によっては、さらなる国内景気の下

振れも懸念されます。 

 一方、物流業界においては、国内物流では、景気後退に伴い貨物量が伸び悩む中、事業者間競争がさらに激化す

ることが予想されるなど厳しい経営環境にありますが、ソリューション型事業者への物流業務委託（アウトソーシ

ング）や、業界共同プラットフォーム構築物流事業者への業務集中など、顧客満足やローコスト化に優れたビジネ

スモデルを持つ企業が占有を拡大しております。また、国際物流においても、欧米の物流市場が縮小する中、市場

拡大が続く新興国におけるシームレスな国際物流体制の整備など他社との差別化を図り顧客ニーズを捉えようとす

る動きが広がっております。 

 このような環境のもと、当社グループは、以下の項目を推進し、既存顧客との取引拡大、新規顧客の獲得および

収益力の向上を図ってまいります。 

（ロジスティクス・ソリューション事業） 

・既存顧客の取引拡大・深耕 

・新規顧客の獲得 

・都市型大型店舗向け物流の獲得 

・家電量販店、ＧＭＳ系に加え、通販系の宅配・設置事業の強化 

・全国をカバーする宅配・設置プレイヤーへの成長基盤の構築 

（国際物流事業） 

・他社とのアライアンスの推進および国内外一貫物流の推進 

・フォワーディング事業領域の拡大および商事機能を戦略の柱とし、これを最大限活用した事業創出 

・中国をベースとした新規事業領域の拡大 

（国内一般物流事業） 

・共同プラットフォームへのメーカー物流の取り込み 

・既存顧客における成長分野への深耕 

・ＩＴ関連メーカー、異業種向け提案の強化 

 これら施策により通期の業績見通し（連結）につきましては、営業収益37,400百万円（前期比1.2％増）、営業利

益1,360百万円（同7.7％減）、経常利益1,360百万円（同10.7％減）、当期純利益730百万円（同7.9％増）を見込ん

でおります。  

 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

（追加情報） 

 役員退職慰労引当金 

 当社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく要支給額を計上しておりましたが、平成21年６

月24日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、制度廃止時の要支給額を打ち切り支

給すること並びに各取締役および監査役の退任時に支給することといたしました。 

 これに伴い、当第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、打ち切り支給に伴う未

払額38,540千円を固定負債の「その他」に含めて表示しております。 

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 43,762 57,064

受取手形及び営業未収入金 6,033,161 6,459,322

商品及び製品 3,422 114,871

預け金 2,014,018 1,854,630

その他 648,144 479,403

貸倒引当金 △1,628 △1,690

流動資産合計 8,740,881 8,963,602

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,992,641 4,951,591

減価償却累計額 △1,365,651 △1,261,842

建物及び構築物（純額） 3,626,990 3,689,749

土地 5,417,355 5,417,355

その他 899,919 707,369

減価償却累計額 △408,693 △406,930

その他（純額） 491,225 300,438

有形固定資産合計 9,535,571 9,407,542

無形固定資産 743,490 422,122

投資その他の資産   

投資有価証券 2,640,804 2,561,111

差入保証金 2,026,742 1,912,765

その他 519,045 549,119

貸倒引当金 △2,210 △2,640

投資その他の資産合計 5,184,381 5,020,355

固定資産合計 15,463,443 14,850,021

資産合計 24,204,325 23,813,623
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 7,084,569 7,335,791

短期借入金 730,000 855,000

未払法人税等 327,656 273,789

賞与引当金 113,494 119,614

その他 1,219,023 1,146,777

流動負債合計 9,474,745 9,730,972

固定負債   

長期借入金 281,250 446,250

退職給付引当金 986,555 948,476

役員退職慰労引当金 － 61,787

その他 802,595 298,584

固定負債合計 2,070,401 1,755,098

負債合計 11,545,146 11,486,070

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,362,400 1,362,400

資本剰余金 1,273,100 1,273,100

利益剰余金 10,113,313 9,795,457

自己株式 △61,272 △61,232

株主資本合計 12,687,541 12,369,725

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △295 △47,478

繰延ヘッジ損益 △28,067 5,306

評価・換算差額等合計 △28,362 △42,172

純資産合計 12,659,179 12,327,552

負債純資産合計 24,204,325 23,813,623
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（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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収益 18,940,056 18,120,098

営業原価 16,813,295 16,197,030

営業総利益 2,126,761 1,923,068

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 499,719 504,341

賞与引当金繰入額 28,489 29,102

退職給付費用 56,634 67,534

役員退職慰労引当金繰入額 8,557 19,123

賃借料 146,926 109,853

減価償却費 62,476 71,476

貸倒引当金繰入額 363 －

支払手数料 115,816 150,363

その他 269,708 259,264

販売費及び一般管理費合計 1,188,691 1,211,058

営業利益 938,070 712,009

営業外収益   

受取利息 39,484 14,653

受取配当金 7,497 7,858

その他 15,552 14,311

営業外収益合計 62,534 36,823

営業外費用   

支払利息 20,305 23,861

その他 190 164

営業外費用合計 20,495 24,026

経常利益 980,108 724,806

特別利益   

貸倒引当金戻入額 6 491

固定資産売却益 － 54

特別利益合計 6 546

特別損失   

固定資産処分損 10,023 6,255

物流拠点移転・閉鎖損失 368 7,402

投資有価証券評価損 110,460 －

割増退職金 8,929 －

特別損失合計 129,780 13,658

税金等調整前四半期純利益 850,334 711,694

法人税、住民税及び事業税 412,358 297,613

法人税等調整額 △40,356 △6,174

法人税等合計 372,001 291,438

四半期純利益 478,333 420,255
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 850,334 711,694

減価償却費 213,712 260,676

貸倒引当金の増減額（△は減少） 356 △491

賞与引当金の増減額（△は減少） 560 △6,119

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,370 38,079

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,318 △61,787

受取利息及び受取配当金 △46,982 △22,511

支払利息 20,305 23,861

投資有価証券評価損益（△は益） 110,460 －

固定資産処分損益（△は益） 10,023 6,201

売上債権の増減額（△は増加） △319,994 426,591

たな卸資産の増減額（△は増加） △39,108 111,448

仕入債務の増減額（△は減少） △246,466 △251,222

未払消費税等の増減額（△は減少） △56,671 △21,173

その他 13,894 △126,765

小計 517,113 1,088,481

利息及び配当金の受取額 20,868 9,786

利息の支払額 △21,326 △24,630

法人税等の支払額 △421,337 △245,705

営業活動によるキャッシュ・フロー 95,318 827,932

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △7,421 △39,499

有形固定資産の売却による収入 328 783

無形固定資産の取得による支出 △51,184 △67,248

投資有価証券の取得による支出 △21,416 △124

差入保証金の差入による支出 △153,461 △148,911

差入保証金の回収による収入 3,040 34,934

その他 △3,146 △11,323

投資活動によるキャッシュ・フロー △233,262 △231,388

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △315,000 △290,000

配当金の支払額 △102,999 △102,399

自己株式の取得による支出 － △40

その他 △825 △57,873

財務活動によるキャッシュ・フロー △418,825 △450,312

現金及び現金同等物に係る換算差額 226 △145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △556,542 146,086

現金及び現金同等物の期首残高 2,252,294 1,911,674

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,695,752 2,057,761
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、サービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要なサービス 

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９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、海外売上高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〕

  

ロジスティク
ス・ソリュー
ション事業 
（千円） 

国際物流事業
（千円） 

国内一般物流
事業（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  8,581,924  522,056  9,836,076  18,940,056  －  18,940,056

(2）セグメント間の内部営業収

益又は振替高 
 1,702,325  －  398,277  2,100,603 (2,100,603)  －

計  10,284,249  522,056  10,234,354  21,040,660 (2,100,603)  18,940,056

営業利益  855,280  63,933  694,475  1,613,690 (675,620)  938,070

  

ロジスティク
ス・ソリュー
ション事業 
（千円） 

国際物流事業
（千円） 

国内一般物流
事業（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  8,210,671  527,165  9,382,261  18,120,098  －  18,120,098

(2）セグメント間の内部営業収

益又は振替高 
 1,579,820  －  398,080  1,977,901 (1,977,901)  －

計  9,790,491  527,165  9,780,342  20,097,999 (1,977,901)  18,120,098

営業利益  677,773  61,879  727,842  1,467,495 (755,485)  712,009

事業区分 主要サービス 

ロジスティクス・ソリューション事業 ３ＰＬ、宅配・設置等の改善提案型物流業 

国際物流事業 国際運送業、商品販売業 

国内一般物流事業 国内運送業、商品販売業、不動産賃貸業、流通加工業等 

〔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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