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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 5,190 △4.8 438 51.1 470 47.9 276 58.3
21年3月期第2四半期 5,449 ― 290 ― 318 ― 174 ―

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 50.43 ―

21年3月期第2四半期 31.85 ―

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 17,135 13,234 77.2 2,412.46
21年3月期 16,794 12,968 77.2 2,363.90

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  13,234百万円 21年3月期  12,968百万円

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 ― 7.50 ― 12.50 20.00

22年3月期 ― 7.50

22年3月期 
（予想）

― 7.50 15.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 9,875 △5.4 610 1.0 641 △1.8 377 9.8 68.73

－ 1 －



4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 5,749,000株 21年3月期  5,749,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  263,131株 21年3月期  263,131株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 5,485,869株 21年3月期第2四半期 5,485,951株

※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の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在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、実際の業績等は様々な要因によって大きく異なる結果と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
事項等につきましては、4ページ【定性的情報・財務諸表等】3.業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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当第２四半期累計期間のわが国経済は、昨年秋以降の金融危機に伴う世界同時不況から、各国の景気対策で輸出

と生産が増加し、持ち直しの兆しが見られますものの、雇用や所得環境の悪化で個人消費は低迷し、景気の先行き

は不透明感を増しております。 

当貨物自動車運送業界におきましても、世界的に需要が減退し、製造業は在庫調整や拠点の再編による合理化等

が実施され、個人消費も天候不順により下振れし、総輸送量は減少いたしました。 

当社はこのような状況下、ロジスティクス・イノベーションを実行する好機と捉え、新たな物流システムの構築

を積極的に行いました。 

当上半期に繁忙期を迎えた清涼飲料、びん・容器輸送部門は、新規受注により輸送テリトリーが拡大いたしまし

たので、大型化（トレーラー化）による増車・輸送基地の整備・拠点拡張を行い高品質輸送を推し進めました。 

さらに、閑散期に加えて実体経済の悪化に伴い取扱輸送量が減少しているバルク輸送部門（石油・化成品・セメ

ント輸送）の戦力を新たな輸送力増強手段として組み込む構造改革で、自社収入の拡大を図ることができました。 

加えて、今後の物流事業の展開に向けて、同業他社との業務提携を締結いたしました。 

また、ＴＬＳ（自動配車システム）のソフトを一部更新し、事業所単位の配車から本社配車センターで集中配車

を行うと共に、傭車管理も一元化し、収益率の向上を図りました。 

以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は、 千円（前年同期比 ％減）、営業利益は合理化効果

や諸経費の削減で 千円（前年同期比 ％増）、経常利益は 千円（前年同期比 ％増）、四半期

純利益は 千円（前年同期比 ％増）となりました。 

  

当第２四半期累計期間の事業別売上高の概況につきましては、以下のとおりであります。 

（貨物自動車運送事業） 

バルク輸送部門の石油輸送は、低燃費車の普及や産業用燃料の需要減もあり、輸送量が減少し、減収となりまし

た。化成品輸送につきましても、世界的な不況の影響を受け、納入先の在庫調整が続き、輸送量は大幅に減少し、

減収となりました。セメント輸送は、担当輸送テリトリーの大型工事が一段落したことに加え、建設需要の先送り

等で３期ぶりに減少し、減収となりました。 

当バルク輸送部門の各輸送は、取扱輸送量の減少に伴い、構造改革の一環として、清涼飲料、びん・容器輸送部

門と連繋する新システムに移行いたしました。当バルク輸送部門の売上高は前年同期比 ％減となりました。 

清涼飲料、びん・容器輸送部門におけるびん・容器輸送は、輸送需要が漸減状況にありますので減収となりまし

た。同輸送の東日本地域につきましては、清涼飲料輸送と複合輸送に移行いたしました。清涼飲料輸送は、新規受

注により輸送テリトリーの拡大で、大型化（トレーラー化）による輸送力増強と輸送基地の整備・拠点拡張に加え

て、前述の構造改革で増収となりました。当清涼飲料、びん・容器輸送部門の売上高は、前年同期比 ％増となり

ました。 

その他輸送部門は、小型車が中心で、景気悪化による得意先による事業の縮小で減収となり、当輸送部門の売上

高は前年同期比 ％減となりました。 

この結果、関連業務の荷役作業収入を含め、当事業の売上高は 千円（前年同期比 ％減）となりまし

た。  

（商品販売事業） 

当事業の主力販売品である石油製品は、高価格帯製品の販売が順調に推移し、大口の新規受注先も獲得できまし

たので増収となりました。 

セメント販売につきましては、公共投資、民需とも減少し、建設不況となりましたので、社内の与信管理を厳格

運用し、大幅な減収となりました。 

車両販売等につきましても、景気の悪化とあいまって、買い替えサイクルの長期化で新車販売が不調となり、加

えてエコカー減税の対象にならない中古車の販売も伸び悩み、減収となりました。 

この結果、当事業の売上高は 千円（前年同期比 ％減）となりました。  

（不動産賃貸事業） 

当社の提供する各種賃貸施設のうち、自社施設で西宮施設を提供開始（本年１月）し、増収となりました。ま

た、借上施設につきましては、一部施設の解約等がありましたので減収となりました。 

この結果、当事業の売上高は 千円（前年同期比 ％増）となりました。  

（その他事業） 

自動車整備業は、輸送量減少に伴う登録車の減少で車検受注が減少すると共に、競合他社との受注競争による受

注額が低下し、減収となりました。 

また、保険代理店の手数料等につきましては、大口契約先と長期保険契約が整い増収となりました。 

この結果、当事業の売上高は 千円（前年同期比 ％減）となりました。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

5,190,412 4.8

438,915 51.1 470,910 47.9

276,632 58.3

30.3

7.8

18.7

3,452,615 1.3

1,190,912 15.1

504,669 0.8

42,215 15.1
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当第２四半期会計期間末の総資産は17,135,157千円となり、前事業年度末と比べ340,404千円増加いたしました。

この主な要因は、固定資産が335,834千円増加したこと等によるものであります。固定資産の主な増加要因は、海

老名施設の建設工事に伴う建設仮勘定の増加等により有形固定資産が220,987千円、自動配車システム改修等により

無形固定資産が19,519千円、投資有価証券の時価評価差益等により投資その他の資産が95,326千円それぞれ増加し

たことによるものであります。 

当第２四半期会計期間末の負債合計は3,900,698千円となり、前事業年度末と比べ73,989千円増加いたしました。

この主な要因は、固定負債が63,278千円増加したこと等によるものであります。固定負債の主な増加要因は、引

当金が19,707千円減少した一方、繰延税金負債が42,763千円、長期預り保証金が42,012千円それぞれ増加したこと

等によるものであります。 

当第２四半期会計期間末の純資産合計は13,234,459千円となり、前事業年度末と比べ266,415千円増加いたしまし

た。 

この主な要因は、利益剰余金が208,059千円、その他有価証券評価差額金が58,356千円それぞれ増加したことによ

るものであります。この結果、自己資本比率は77.2％となりました。  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期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、前事業年度末に比べ12,641

千円増加の3,107,207千円となりました。  

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間において、営業活動の結果得られた資金は653,301千円となりました。主な増加要因は、税

引前四半期純利益473,064千円、減価償却費276,936千円、売上債権の減少額160,085千円等であり、主な減少要因

は、仕入債務の減少額66,698千円、その他の資産の増加額44,184千円、法人税等の支払額154,476千円等によるもの

であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間において、投資活動の結果支出した資金は572,086千円となりました。主な増加要因は、定

期預金の払戻による収入300,000千円、有形固定資産の売却による収入10,041千円等であり、主な減少要因は、定期

預金の預入による支出400,000千円、有形固定資産の取得による支出449,189千円、無形固定資産の取得による支出

33,000千円等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） 

当第２四半期累計期間において、財務活動の結果支出した資金は68,573千円となりました。これは、配当金の支

払額によるものであります。  

  

平成21年５月12日に公表いたしました通期の業績予想から修正は行っておりません。 

  

  

固定資産の減価償却費の算定方法は、定率法を採用している資産について、事業年度に係る減価償却費の額を

期間按分して算出する方法によっております。 

  

  

該当事項はありません。 

  

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,517,207 3,394,565

受取手形 3,875 46,839

営業未収入金 899,645 1,016,767

原材料及び貯蔵品 21,906 18,719

その他 157,913 119,600

貸倒引当金 △3,024 △3,538

流動資産合計 4,597,524 4,592,953

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,261,820 2,318,910

車両運搬具（純額） 503,096 485,254

土地 7,032,353 7,032,353

建設仮勘定 720,910 461,438

その他（純額） 319,013 318,249

有形固定資産合計 10,837,194 10,616,206

無形固定資産 195,761 176,241

投資その他の資産   

投資有価証券 952,485 854,095

その他 552,198 555,262

貸倒引当金 △5 △6

投資その他の資産合計 1,504,677 1,409,351

固定資産合計 12,537,633 12,201,799

資産合計 17,135,157 16,794,753

負債の部   

流動負債   

支払手形 － 39,868

営業未払金 567,767 594,597

未払金 91,014 45,486

未払費用 164,406 161,782

未払法人税等 198,979 163,673

引当金 86,969 101,763

その他 139,574 130,828

流動負債合計 1,248,712 1,238,000

固定負債   

繰延税金負債 1,305,434 1,262,671

再評価に係る繰延税金負債 151,652 151,652

引当金 77,588 97,295

長期前受金 40,876 42,666
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

長期預り保証金 1,076,434 1,034,421

固定負債合計 2,651,986 2,588,708

負債合計 3,900,698 3,826,709

純資産の部   

株主資本   

資本金 553,031 553,031

資本剰余金 527,722 527,722

利益剰余金 12,637,298 12,429,239

自己株式 △194,894 △194,894

株主資本合計 13,523,158 13,315,099

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 162,281 103,925

土地再評価差額金 △450,981 △450,981

評価・換算差額等合計 △288,699 △347,055

純資産合計 13,234,459 12,968,044

負債純資産合計 17,135,157 16,794,753

－ 6 －

東部ネットワーク㈱（9036） 平成22年3月期第２四半期決算短信（非連結）



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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 5,449,405 5,190,412

売上原価 4,975,247 4,564,567

売上総利益 474,157 625,845

割賦販売未実現利益戻入額 9,546 4,098

割賦販売未実現利益繰入額 8,521 3,370

差引売上総利益 475,181 626,574

販売費及び一般管理費 184,612 187,658

営業利益 290,569 438,915

営業外収益   

受取利息 5,132 1,804

受取配当金 14,957 11,993

固定資産賃貸料 － 10,022

その他 9,959 10,321

営業外収益合計 30,049 34,141

営業外費用   

支払利息 2,306 2,145

その他 2 －

営業外費用合計 2,308 2,145

経常利益 318,309 470,910

特別利益   

固定資産売却益 67 4,103

貸倒引当金戻入額 － 513

特別利益合計 67 4,617

特別損失   

固定資産売却損 － 2,326

固定資産除却損 106 137

減損損失 8,928 －

投資有価証券評価損 6,635 －

特別損失合計 15,670 2,463

税引前四半期純利益 302,706 473,064

法人税、住民税及び事業税 135,599 194,189

法人税等調整額 △7,621 2,242

法人税等合計 127,978 196,431

四半期純利益 174,728 276,632
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 302,706 473,064

減価償却費 226,184 276,936

減損損失 8,928 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 427 △513

その他の引当金の増減額（△は減少） △5,601 △34,500

受取利息及び受取配当金 △20,089 △13,797

支払利息 2,306 2,145

投資有価証券評価損益（△は益） 6,635 －

有形固定資産売却損益（△は益） △67 △1,777

有形固定資産除却損 106 137

売上債権の増減額（△は増加） △128,187 160,085

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,391 △3,187

仕入債務の増減額（△は減少） 265,553 △66,698

その他の資産の増減額（△は増加） △18,178 △44,184

その他の負債の増減額（△は減少） 27,272 48,231

小計 663,605 795,941

利息及び配当金の受取額 19,947 13,981

利息の支払額 △2,306 △2,145

法人税等の支払額 △103,262 △154,476

営業活動によるキャッシュ・フロー 577,983 653,301

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 △10,000 △400,000

定期預金の払戻による収入 － 300,000

有形固定資産の取得による支出 △146,910 △449,189

有形固定資産の売却による収入 958 10,041

無形固定資産の取得による支出 △129,704 △33,000

投資有価証券の取得による支出 △64,495 △640

貸付けによる支出 △2,464 △1,030

貸付金の回収による収入 2,194 1,732

投資活動によるキャッシュ・フロー △350,420 △572,086

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △81 －

自己株式の売却による収入 14 －

配当金の支払額 △41,145 △68,573

財務活動によるキャッシュ・フロー △41,212 △68,573

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 186,350 12,641

現金及び現金同等物の期首残高 3,282,444 3,094,565

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,468,794 3,107,207
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 該当事項はありません。 

  

 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）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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