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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）

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 ％

22年3月期第2四半期 20,525 △17.2 445 △54.2 199 △70.8 △189 ―
21年3月期第2四半期 24,798 ― 971 ― 683 ― 213 ―

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 △13.35 ―
21年3月期第2四半期 15.05 ―

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 57,925 9,763 16.7 683.23
21年3月期 58,222 9,841 16.8 689.38

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  9,675百万円 21年3月期  9,762百万円

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  
当社は定款において３月31日又は９月30日を配当基準日と定めておりますが、平成22年３月期については、９月30日を基準日とする配当は無配、３月31
日を基準とする配当については未定としております。 

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 ― 0.00 ― 8.00 8.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― ― ―

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  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 45,357 △13.3 1,851 △24.8 1,322 △28.8 631 558.5 44.62
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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  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、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 
平成21年５月15日発表の連結業績予想を修正しております。上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、
実際の業績は、今後様々な要因によって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、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 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3月期第2四半期 14,180,000株 21年3月期  14,180,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  19,122株 21年3月期  19,122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 14,160,878株 21年3月期第2四半期 14,162,056株
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【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２四半期におけるわが国経済は、鉱工業の輸出および生産が持ち直し、個人消費持ち直しの

動きや企業設備投資の底打ち観など民間需要にも回復の兆しが見られましたが、失業率が過去最高

水準となるなど経済情勢につきましては依然として予断を許さない状況となっております。 

このような経済情勢の中、当第２四半期の業績につきましては、物流事業においてメーカーの減

産や港湾貨物の減少により保管残高を除き荷役・輸送等の取扱量が大幅に減少しております。 

また、印刷事業においては婚礼印刷の受注の落ち込み、販売事業においては建設業界・不動産業

界の景気の冷え込みによる影響を受け低調に推移しました。その他事業においては、第１四半期よ

り完成工事高の計上基準を変更したことにより売上高は前年同期に比べ増加しております。 

この結果、第２四半期連結累計期間の売上高は20,525百万円（前年同期比17.2％減）、営業利益

は445百万円（前年同期比54.2％減）、経常利益は199百万円（前年同期比70.8％減）となりました。

四半期純利益は、貸倒引当金繰入額234百万円、保有有価証券の減損処理を特別損失に計上したこと

で四半期純損失189百万円(前年同期は四半期純利益213百万円）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

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297百万円減少し57,925百

万円となりました。主な増減は、現金及び預金が919百万円、株価変動により投資有価証券が434百

万円、設備の新設に伴い有形固定資産のその他（建設仮勘定等）が568百万円増加した一方、売上の

減少により受取手形及び売掛金が1,558百万円、減価償却等により建物及び構築物が441百万円、機

械装置及び運搬具が221百万円減少しております。 

負債合計は、借入金が1,442百万円増加したものの支払手形及び買掛金が1,003百万円減少、社債

の償還が502百万円減少したことなどにより前連結会計年度末に比べ219百万円減少し、48,161百万

円となりました。 

純資産合計は、利益剰余金が302百万円の減少、評価・換算差額等が215百万円の増加により前連

結会計年度末より78百万円減少し9,763百万円となり、自己資本比率は16.7%となりました。 

 

（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は、前連結会計年度末より919百万円増

加し、3,710百万円となりました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によって得られた資金は、1,196百万円となりました。 

この主な要因は、減価償却費906百万円、売上債権の減少額1,096百万円、仕入債務の減少額1,072

百万円などによるものであります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動ににより使用された資金は、1,104百万円となりました。 

この主な要因は、有形固定資産の取得および長期預り金の返還による支出などであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動により得られた資金は、827百万円となりました。 

この主な要因は、借入れによる収入や社債の償還による支出などであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

第２四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成

21年５月15日付当社「平成21年３月期決算短信」にて発表いたしました平成22年３月期の業績予

想（連結・個別）を修正しております。 

詳細は平成21年10月30日に別途開示いたしました「特別利益の計上及び業績予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。 
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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） 

該当事項はありません。 

なお、特定子会社のほかに、アサガミ物流株式会社を平成21年8月に設立したため、当第２四

半期連結累計期間より連結の範囲に含めております。 

 

(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棚卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部の子会社を除き実地棚卸を省略

し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっており

ます。 

②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。 

 

(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 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連

結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期連結累

計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事

の進捗率の見積りは原価比例法）を適用しております。これにより、売上高は46百万円増加し、

営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ7百万円増加しております。 
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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 3,712,135 2,792,539

受取手形及び売掛金 5,989,388 7,548,106

商品及び製品 115,269 222,701

仕掛品 55,647 122,235

原材料及び貯蔵品 516,482 542,693

繰延税金資産 434,812 284,778

その他 1,025,773 676,184

貸倒引当金 △56,391 △28,819

流動資産合計 11,793,118 12,160,419

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,789,514 15,230,536

機械装置及び運搬具（純額） 1,148,265 1,370,108

土地 20,506,442 20,506,154

その他（純額） 1,612,962 1,044,704

有形固定資産合計 38,057,185 38,151,503

無形固定資産   

のれん 968,669 1,150,160

借地権 1,133,814 1,133,814

その他 128,359 137,573

無形固定資産合計 2,230,843 2,421,548

投資その他の資産   

投資有価証券 2,482,583 2,047,740

長期貸付金 1,107,394 1,132,020

繰延税金資産 780,155 838,878

その他 2,287,063 1,948,504

貸倒引当金 △827,905 △507,465

投資その他の資産合計 5,829,292 5,459,677

固定資産合計 46,117,320 46,032,729

繰延資産   

開業費 14,687 29,375

繰延資産合計 14,687 29,375

資産合計 57,925,126 58,222,524
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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   

支払手形及び買掛金 4,536,471 5,539,601

短期借入金 10,648,406 9,487,160

1年内償還予定の社債 746,980 896,280

未払法人税等 409,137 382,535

賞与引当金 493,370 478,262

その他 2,149,171 2,247,314

流動負債合計 18,983,536 19,031,153

固定負債   

社債 1,986,780 2,339,920

長期借入金 19,313,604 19,032,000

再評価に係る繰延税金負債 3,174,391 3,174,391

繰延税金負債 21,056 28,483

退職給付引当金 1,502,157 1,497,700

役員退職慰労引当金 864,071 859,291

長期預り金 2,027,324 2,053,534

その他 288,977 364,464

固定負債合計 29,178,363 29,349,787

負債合計 48,161,900 48,380,940

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,189,000 2,189,000

資本剰余金 32,991 32,991

利益剰余金 2,479,039 2,781,354

自己株式 △7,183 △7,183

株主資本合計 4,693,846 4,996,161

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 354,215 139,042

土地再評価差額金 4,627,013 4,627,013

評価・換算差額等合計 4,981,229 4,766,055

少数株主持分 88,149 79,365

純資産合計 9,763,225 9,841,583

負債純資産合計 57,925,126 58,222,524
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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) 

売上高 24,798,510 20,525,720

売上原価 20,141,939 16,597,145

売上総利益 4,656,570 3,928,575

販売費及び一般管理費   

役員報酬 260,565 242,503

給料及び手当 1,162,500 1,241,937

賞与 173,901 183,116

退職給付費用 62,816 51,191

役員退職慰労引当金繰入額 31,108 28,529

その他 1,993,946 1,735,889

販売費及び一般管理費合計 3,684,839 3,483,167

営業利益 971,731 445,407

営業外収益   

受取利息 17,557 15,985

受取配当金 39,818 40,024

その他 91,574 60,933

営業外収益合計 148,951 116,943

営業外費用   

支払利息 353,592 306,234

社債利息 14,598 15,708

開業費償却 14,687 14,687

その他 54,299 25,906

営業外費用合計 437,177 362,537

経常利益 683,505 199,813

特別利益   

固定資産売却益 5,676 42,669

保険差益 － 17,847

訴訟損失引当金戻入額 25,122 －

貸倒引当金戻入額 163 942

特別利益合計 30,962 61,459

特別損失   

固定資産売却損 81 16,728

固定資産除却損 374 17,021

役員退職慰労金 2,292 －

会員権売却損 135 －

投資有価証券評価損 － 18,065

会員権評価損 1,655 240

減損損失 14,089 －

貸倒引当金繰入額 － 234,855

特別損失合計 18,628 286,911

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（△）

695,839 △25,638

法人税、住民税及び事業税 675,907 400,352

法人税等調整額 △193,217 △245,747

法人税等合計 482,690 154,605

少数株主利益 51 8,784

四半期純利益又は四半期純損失（△） 213,096 △189,028
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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（△）

695,839 △25,638

減価償却費 1,002,137 906,920

繰延資産償却額 14,687 14,687

減損損失 14,089 －

のれん償却額 286,733 181,491

貸倒引当金の増減額（△は減少） 32,382 348,011

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,146 15,108

退職給付引当金の増減額（△は減少） 60,267 4,457

偶発損失引当金の増減額（△は減少） △59,095 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 22,939 4,779

受取利息及び受取配当金 △57,376 △56,009

支払利息 368,190 321,943

為替差損益（△は益） △281 420

固定資産売却損益（△は益） △5,594 △25,940

固定資産除却損 374 17,021

会員権売却損益（△は益） 135 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 18,065

会員権評価損 1,655 240

保険差益 － △17,847

売上債権の増減額（△は増加） 100,757 1,096,924

たな卸資産の増減額（△は増加） △140,580 200,229

仕入債務の増減額（△は減少） 1 △1,072,116

未払消費税等の増減額（△は減少） △117,362 △7,667

その他 △47,477 △118,725

小計 2,191,570 1,806,355

利息及び配当金の受取額 57,617 56,415

利息の支払額 △371,127 △327,289

保険金の受取額 － 35,205

法人税等の支払額 △1,067,264 △373,751

営業活動によるキャッシュ・フロー 810,796 1,196,936

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 △543,948 △1,101,674

有形固定資産の売却による収入 8,119 42,134

固定資産の除却による支出 △130 △14,000

無形固定資産の取得による支出 △23,377 △11,445

投資有価証券の取得による支出 △12,394 △90,725

敷金及び保証金の差入による支出 △35,451 △21,922

敷金及び保証金の回収による収入 5,748 211,361

会員権の取得による支出 △24,565 －

会員権の売却による収入 28 －

貸付けによる支出 △37,400 △73,000

貸付金の回収による収入 49,536 38,608

長期預り金の返還による支出 △79,925 △124,604

長期預り金の受入による収入 19,894 47,683

その他 △8,910 △6,459

投資活動によるキャッシュ・フロー △682,774 △1,104,042
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(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) 

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） 1,300,000 1,300,000

長期借入れによる収入 3,680,000 4,245,000

長期借入金の返済による支出 △4,166,215 △4,102,150

社債の償還による支出 △422,400 △502,440

自己株式の取得による支出 △202 －

配当金の支払額 △169,945 △113,287

財務活動によるキャッシュ・フロー 221,236 827,122

現金及び現金同等物に係る換算差額 281 △420

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 349,539 919,595

現金及び現金同等物の期首残高 3,150,249 2,791,065

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,499,788 3,710,661
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

(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） 

 

 
物流事業 

(千円) 

不動産事業 

(千円) 

印刷事業

(千円) 

販売事業

(千円) 

その他事業

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 
全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高    

(1)外部顧客に対す
る売上高 

12,853,024 1,671,026 8,042,863 1,929,230 302,364 24,798,510 － 24,798,510

(2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

7,726 734,275 550 － － 742,553 (742,553) －

計 12,860,751 2,405,302 8,043,414 1,929,230 302,364 25,541,063 (742,553) 24,798,510

営業利益又は営業
損失（△） 

1,204,478 1,034,320 △174,972 36,527 15,625 2,115,979 (1,144,248) 971,731

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっている。 

２ 各区分の主な内容は次のとおりであります。 

(1) 物流事業  港湾運送、海上運送、通関、倉庫、陸上運送、荷役 

(2) 不動産事業 土地建物賃貸 

(3) 印刷事業  印刷業 

(4) 販売事業  物品販売 

(5) その他事業 建築工事、その他 

 

 

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） 

 

 
物流事業 

(千円) 

不動産事業 

(千円) 

印刷事業

(千円) 

販売事業

(千円) 

その他事業

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 
全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高    

(1)外部顧客に対す
る売上高 

9,698,053 1,566,891 7,717,246 1,164,973 378,554 20,525,720 － 20,525,720

(2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

8,822 734,275 60 － － 743,158 (743,158) －

計 9,706,875 2,301,167 7,717,307 1,164,973 378,554 21,268,879 (743,158) 20,525,720

営業利益又は営業
損失（△） 

693,405 965,285 △104,584 △33,051 15,619 1,536,673 (1,091,265) 445,407

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっている。 

２ 各区分の主な内容は次のとおりであります。 

(1) 物流事業  港湾運送、海上運送、通関、倉庫、陸上運送、荷役 

(2) 不動産事業 土地建物賃貸 

(3) 印刷事業  印刷業 

(4) 販売事業  物品販売 

(5) その他事業 建築工事、その他 
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【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） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地セグメント情報

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） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地セグメント情報

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） 

 該当事項はありません。 

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） 

 該当事項はありません。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

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） 

 該当事項はありません。 

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） 

 該当事項はありません。 
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