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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 16,688 △19.0 38 △91.8 3 △99.3 △55 ―

21年3月期第2四半期 20,600 ― 475 ― 447 ― 176 ―

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 △2.25 ―

21年3月期第2四半期 7.22 ―

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 24,837 10,937 43.3 440.61
21年3月期 25,039 11,023 43.3 444.58

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  10,748百万円 21年3月期  10,846百万円

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 ― 4.00 ― 3.00 7.00
22年3月期 ― 3.00

22年3月期 
（予想）

― 4.00 7.00

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 33,500 △13.5 400 △29.0 350 △31.9 100 △3.3 4.10
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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 

業績予想については、当社が現時点で合理的と判断した一定の前提に基づいたものであり、実際の業績は見通しと異なることがありえます。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 をご覧下さい。 

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2四半期 24,970,000株 21年3月期  24,970,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  576,148株 21年3月期  573,778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 24,395,051株 21年3月期第2四半期 24,400,391株
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フジパックンとロージーは当社のキャラクターです。 

【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 

 

当第２四半期連結累計期間における日本経済は、一部の業種において企業の在庫調整が進み、昨年秋に急
速に悪化した景気に底入れ感があるとの見方がある一方で、企業収益の悪化、設備投資の抑制、雇用情勢や
所得環境の悪化などにより、実態経済は依然として厳しい状況にあり、先行き不透明な状況で推移しており
ます。 
 
物流業界におきましては、景気後退の影響を受けて製造業が生産調整を続けており、国内貨物輸送量の減

少傾向がさらに深まると予想されます。また、国際貨物輸送量も減少が予測され、経営環境は厳しいものと
なっております。 
 
このような中、当社グループは、平成21年７月 29日に中期経営計画（平成 21年度～平成 23年度）を発表

いたしました。「挑戦」「変革」「行動」を行動指針として、「量」から「質」への変革を成し遂げ、お客様に頼
られる存在となることを目指します。 
お客様にご満足いただける物流サービスを提供し、業容の拡大に積極的に取り組んでまいります。 
 
当第２四半期連結累計期間の業績は以下のとおりです。 
 

営業収益は、昨年秋からの急速な景気後退の影響により、当第２四半期連結累計期間においても荷動き全

般が急激に低下したため、前年同四半期より39億11百万円減少し、166億88百万円(対前年同四半期比19.0％

減)となりました。 

 
一般顧客向けの営業収益は、前年同四半期より 20億 49 百万円減少し、82 億 59百万円（対前年同四半期比

19.9％減、構成比 49.5％）となりました。前連結会計年度後半から精密機器関連の大口３ＰＬ業務を開始し、
また、化粧品通販関連の取扱高が増加いたしましたが、工業用ミシン、チップマウンターの取扱高および海外向
けのトラクターの取扱高が減少したことなどをはじめ、既存顧客の荷動き全般が大幅に落ち込みました。 
 
富士電機グループ向けは、前年同四半期より 18 億 62 百万円減少し、84 億 29 百万円（対前年同四半期比

18.1％減、構成比 50.5％）となりました。発電変電プラントの取扱高は堅調に推移いたしましたが、磁気
記録媒体、半導体、自動販売機関連およびインバータ、制御機器などの取扱高は低調となりました。 

 
営業利益は、緊急損益改善委員会を立上げ、経費の削減ならびに固定費の圧縮に努めましたが、大幅な減

収により、前年同四半期より４億 36 百万円減少し、38 百万円（対前年同四半期比 91.8％減）となりました。 
 
経常利益は、前年同四半期より４億 44 百万円減少し、３百万円（対前年同四半期比 99.3％減）となりまし

た。 

 
四半期純損益は、前年同四半期に比べ特別損失は減少いたしましたが、55百万円の損失（前年同四半期は

１億76百万円の利益）となりました。 
 
＜顧客グループ別の連結営業収益実績＞                    （単位 百万円） 

平成 21 年 3 月期第 2 四半期

（累計） 

平成 22 年 3 月期第 2 四半期

（累計） 
増減 

顧 客 

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 増減率(%)

一 般 顧 客 １０，３０８ ５０．０ ８，２５９ ４９．５ △２，０４９ △１９．９

富士電機グループ １０，２９１ ５０．０ ８，４２９ ５０．５ △１，８６２ △１８．１

 

＜セグメント別の連結営業収益実績＞                     （単位 百万円） 

 平成21年3月期 
第2四半期（累計） 

平成22年3月期 
第2四半期（累計） 

増減 増減率(％) 

国 内 物 流 事 業 １５，７９２ １３，１３２ △２，６５９ △１６．８

そ の 他 事 業 ４，８０７ ３，５５６ △１，２５１ △２６．０
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フジパックンとロージーは当社のキャラクターです。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末の総資産額は 248 億 37 百万円となり、前期末に比べ２億２百万円減少いたしました。 

これは主に、受取手形及び営業未収入金の減少によるものです。 

 

連結キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期末における現金及び現金同等物は、27億 27 百万円となり、前期末より６億８百万円増加い

たしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は８億 27 百万円の収入（前年同四半期は４億 44 百万円の収入）

となりました。主な内訳は、減価償却費３億 63 百万円の計上、売上債権の減少５億 22 百万円によるもの

です。 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は２億49百万円の支出（前年同四半期は３億85百万円の支出）となり

ました。主な内訳は、物流センター内設備等の購入によるものです。 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は 17 百万円の収入（前年同四半期は５億 96 百万円の支出）と

なりました。主な内訳は、短期借入金の増加によるものです。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間の業績は、景気動向の悪化による貨物量の減少の影響により、大幅な減収減

益となり、四半期純損失を計上いたしました。 

当第２四半期の業績および今後の景気動向を踏まえ、平成 21 年４月 27 日に発表した通期業績予想を修

正いたしました。詳細につきましては、平成 21 年 10 月 23 日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照下さい。通期の連結業績予想は以下のとおりであります。 

 

＜通期連結業績予想＞                             （単位 百万円） 

 平成21年3月期 
平成22年3月期 

連結業績予想 
増減金額 増減率(％) 

営 業 収 益 ３８，７５０ ３３，５００ △５，２５０ △１３．５

営 業 利 益 ５６３ ４００ △１６３ △２９．０

経 常 利 益 ５１４ ３５０ △１６４ △３１．９

当 期 純 利 益 １０３ １００ △３ △３．３
 

＜過去３ヵ年の連結業績および業績予想＞                    （単位 百万円） 

 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 
平成22年3月期 

連結業績予想 

営 業 収 益 ４１，４８８ ４１，８７１ ３８，７５０ ３３，５００

営 業 利 益 ９７３ １，２６１ ５６３ ４００

経 常 利 益 ９３８ １，２１２ ５１４ ３５０

当 期 純 利 益 ４３８ ４８１ １０３ １００

 

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） 

該当事項はありません。 

（２） 簡便な会計処理および四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

（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 

該当事項はありません。 

 



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 1,314,082 1,086,912

受取手形及び営業未収入金 8,744,723 9,253,395

預け金 1,413,704 1,031,884

その他 1,123,894 1,301,586

貸倒引当金 △4,531 △4,718

流動資産合計 12,591,872 12,669,060

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,648,406 3,809,293

土地 5,150,033 5,150,033

その他（純額） 593,420 623,992

有形固定資産合計 9,391,860 9,583,318

無形固定資産   

のれん 155,142 169,245

その他 592,671 563,303

無形固定資産合計 747,813 732,549

投資その他の資産   

その他 2,121,996 2,055,252

貸倒引当金 △16,081 △600

投資その他の資産合計 2,105,914 2,054,652

固定資産合計 12,245,588 12,370,520

資産合計 24,837,461 25,039,580

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 4,902,911 5,171,335

短期借入金 4,190,000 3,723,199

未払法人税等 75,818 35,138

役員賞与引当金 6,514 16,890

その他 1,349,976 1,278,132

流動負債合計 10,525,219 10,224,695

固定負債   

長期借入金 934,604 1,307,000

退職給付引当金 2,165,337 2,171,875

その他 274,572 312,175

固定負債合計 3,374,513 3,791,051

負債合計 13,899,733 14,015,747
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,979,675 2,979,675

資本剰余金 2,595,575 2,595,575

利益剰余金 5,328,564 5,456,753

自己株式 △117,234 △116,717

株主資本合計 10,786,580 10,915,286

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 521 △9,696

繰延ヘッジ損益 － △26

為替換算調整勘定 △38,938 △59,511

評価・換算差額等合計 △38,416 △69,234

少数株主持分 189,564 177,781

純資産合計 10,937,728 11,023,833

負債純資産合計 24,837,461 25,039,580
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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 20,600,134 16,688,643

営業原価 18,596,515 15,301,479

営業総利益 2,003,619 1,387,163

販売費及び一般管理費 1,527,873 1,348,203

営業利益 475,745 38,960

営業外収益   

その他 23,417 25,165

営業外収益合計 23,417 25,165

営業外費用   

支払利息 31,451 20,932

為替差損 12,728 34,201

その他 7,503 5,889

営業外費用合計 51,683 61,023

経常利益 447,479 3,102

特別損失   

投資有価証券評価損 23,488 19,170

倉庫移転損 18,566 －

その他 － 990

特別損失合計 42,054 20,160

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

405,425 △17,058

法人税、住民税及び事業税 177,716 51,187

法人税等還付税額 － △15,037

法人税等調整額 45,142 △9,990

法人税等合計 222,858 26,159

少数株主利益 6,453 11,782

四半期純利益又は四半期純損失（△） 176,113 △55,000
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

405,425 △17,058

減価償却費 408,503 363,536

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18,469 △6,538

受取利息及び受取配当金 △5,166 △5,206

支払利息 31,451 20,932

売上債権の増減額（△は増加） 827,493 522,901

仕入債務の増減額（△は減少） △748,451 △279,816

その他 △113,457 95,001

小計 787,329 693,753

利息及び配当金の受取額 5,393 3,768

利息の支払額 △31,769 △20,155

法人税等の支払額 △316,491 △15,462

法人税等の還付額 － 165,273

営業活動によるキャッシュ・フロー 444,462 827,177

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 △315,925 △92,038

無形固定資産の取得による支出 △67,262 △83,036

その他 △1,816 △74,290

投資活動によるキャッシュ・フロー △385,005 △249,365

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △20,000 200,000

長期借入れによる収入 54,560 －

長期借入金の返済による支出 △504,201 △108,344

自己株式の取得による支出 △1,715 △516

配当金の支払額 △121,577 △73,729

その他 △3,736 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △596,671 17,409

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,366 13,768

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △544,580 608,989

現金及び現金同等物の期首残高 2,299,017 2,118,797

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,754,436 2,727,786

富士物流株式会社（9061）平成22年３月期 第２四半期決算短信
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フジパックンとロージーは当社のキャラクターです。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項なし 

 

（５）セグメント情報 

  【事業の種類別セグメント情報】 

   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） 

                                              （単位 千円） 

 国内物流 その他 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 15,792,222 4,807,912 20,600,134 － 20,600,134

(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部営業収益又は振替高 － 25,684 25,684 △25,684 －

計 15,792,222 4,833,596 20,625,818 △25,684 20,600,134

営  業  利  益 389,182 87,297 476,479 △733 475,745

  （注）事業区分は営業収益の集計区分によっております。 

 

   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） 

                                              （単位 千円） 

 国内物流 その他 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 13,132,294 3,556,348 16,688,643 － 16,688,643

(2)ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部営業収益又は振替高 － 9,793 9,793 △9,793 －

計 13,132,294 3,566,142 16,698,437 △9,793 16,688,643

営  業  利  益 △68,975 107,605 38,629 330 38,960

  （注）事業区分は営業収益の集計区分によっております。 

 

  【所在地別セグメント情報】 

   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） 

    本邦の営業収益は、全セグメントの営業収益の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

 

   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） 

    本邦の営業収益は、全セグメントの営業収益の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

 

  【海外売上高】 

   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） 

    海外売上高は、連結営業収益の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

   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） 

    海外売上高は、連結営業収益の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   該当事項なし 
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  9061 富士物流株式会社 2010 年 3 月期第 2 四半期決算短信（連結） 2009/4～2009/9 

  第 1 四半期 第 2 四半期 第 2 四半期（累計） 年 間 

  09.3 月期 10.3 月期 09.3 月期 10.3 月期 09.3 月期 10.3 月期  09.3 月期 10.3 月期

  
(08.4～

08.6) 

(09.4～

09.6) 

(08.7～

08.9) 

(09.7～

09.9) 

(08.4～

08.9) 

(09.4～

09.9) 
増 減 

(08.4～

09.3) 

(09.4～

10.3) 

  実 績 実 績 実 績 実 績 実 績 実 績  実 績 業績予想

 営業収益 (百万円) 10,402 8,174 10,197 8,514 20,600 16,688 △3,911 38,750 33,500 

 一般顧客 (百万円) 5,115 3,959 5,192 4,299 10,308 8,259 △2,049 19,615 17,450 

 （構成比） (％) 49.2 48.4 50.9 50.5 50.0 49.5 △0.5 50.6 52.1 

 富士電機ｸﾞﾙｰﾌﾟ (百万円) 5,286 4,214 5,004 4,214 10,291 8,429 △1,862 19,134 16,050 

 （構成比） (％) 50.8 51.6 49.1 49.5 50.0 50.5 0.5 49.4 47.9 

営業損益 (百万円) 323 △55 152 94 475 38 △436 563 400 

経常損益 (百万円) 306 △67 141 70 447 3 △444 514 350 

当期(四半期)純損益 (百万円) 127 △65 49 10 176 △55 △231 103 100 

1 株当たり当期(四半期)純損益 (円) 5.21 △2.70 2.01 0.45 7.22 △2.25 △9.47 4.24 4.10 

1 株当たり当期(四半期)配当額 (円) － － － － 4.00 3.00 △1.00 7.00 7.00 

総資産額 (百万円) 27,185 24,691  26,415 24,837 △1,578 25,039  

純資産額 (百万円) 11,220 10,923  11,282 10,937 △344 11,023  

自己資本比率 （％） 40.6 43.5  42.0 43.3 1.2 43.3  

1 株当たり純資産額 (円) 452.63 440.20  455.09 440.61 △14.49 444.58  

利益剰余金 (百万円) 5,577 5,317  5,627 5,328 △298 5,456  

有利子負債 (百万円) 5,413 5,278  4,882 5,124 241 5,030  

営業 CF (百万円) △180 △29  444 827 382 1,075  

投資 CF (百万円) △177 △190  △385 △249 135 △651  

財務 CF (百万円) △64 171  △596 17 614 △544  

現金同等物 (百万円) 1,848 2,084  1,754 2,727 973 2,118  

設備投資額 (百万円) 131 60  294 200 △93 528  

減価償却費 (百万円) 199 180  408 363 △44 832  

従業員数 (人) 1,057 1,031  1,062 1,048 △14 1,038  

注１．2009 年 10 月 23 日に通期の業績予想を修正し、発表いたしました（前回発表 2009 年４月 27 日）。 
２．業績予想については、当社が現時点で合理的と判断した一定の前提に基づいたものであり、実際の業績は見通しと異なることがありえます。 

（単位：百万円） 




