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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 109,380 △12.1 5,746 54.3 5,854 56.8 3,444 54.4
21年3月期第2四半期 124,473 ― 3,725 ― 3,733 ― 2,231 ―

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 13.52 ―
21年3月期第2四半期 8.66 ―

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 337,577 167,847 49.7 657.74
21年3月期 334,637 165,173 49.3 647.19

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  167,611百万円 21年3月期  164,932百万円

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  有  

 

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 ― 3.50 ― 4.50 8.00
22年3月期 ― 4.00
22年3月期 

（予想）
― 4.00 8.00

      配当金の内訳 特別配当 0円50銭

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 232,000 △4.5 9,400 14.4 9,300 15.0 4,800 10.2 18.84
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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、３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） 

(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 
上記に記載した予想数値は、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。実際の実績等は、業績の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等につきましては、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。 

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 278,851,815株 21年3月期  278,851,815株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  24,020,820株 21年3月期  24,009,222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 254,836,835株 21年3月期第2四半期 257,555,306株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界経済が大幅な落ち込みから立ち直りつつあるな

か、景気回復への実感は乏しく、厳しい雇用や所得情勢の下で景気の停滞感は否めず、本格的な回復には

ほど遠い状態が続いております。 

貨物自動車運送業界におきましては、荷動きは幾分持ち直しの兆しが見られますものの、国内景気を反

映し、個人消費の冷え込みや設備投資の落ち込みにより、消費・生産関連荷物の輸送量は依然として低迷

し、誠に厳しい環境下にあります。 

このような状況下で当社グループは、新規顧客の開拓に努めるとともに、一方では物量の減少に伴うコ

スト低減体制の構築を図ってまいりました。特に、配送拠点の整備・統合や幹線輸送の効率化に特段の力

を注いでまいりました。 

以上の結果、売上高は1,093億80百万円（前年同期比12.1％減）、営業利益は57億46百万円（前年同期

比54.3％増）となりました。 

これらを事業別に見た営業の概況は次のとおりであります。 

運送事業におきましては、従来のお客様の取扱量が減少するなか、一般商業荷物の拡大にも取り組んで

まいりましたが、減少幅は大きく、これを補うことはできませんでした。 

 以上の結果、売上高は989億25百万円（前年同期比12.8％減）、営業利益は55億59百万円（前年同期比

76.5％増）となりました。 

流通加工事業におきましては、千葉・神奈川の両県下で新たに大型配送センターの運営を開始するなど

業容の拡大を図り、国際事業では、海外での景気が低迷しているなか、代理店契約の拡大に努めてまいり

ました。 

 以上の結果、売上高は58億11百万円（前年同期比3.2％減）、営業利益は5億61百万円（前年同期比

2.4％減）となりました。 

その他事業におきましては、消費の低迷から商品販売やコンビニ事業も振るわず、全般に亘り低調な運

びとなりました。 

 以上の結果、売上高は46億43百万円（前年同期比8.4％減）、営業利益は8億82百万円（前年同期比

17.0％減）となりました。 

  

（資産） 

当第２四半期の総資産は、前連結会計年度末に比べて29億40百万円増加し3,375億77百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金が増加したことなどにより流動資産が14億10百万円、投資有価証券の増加

などにより固定資産が15億29百万円増加したことによります。 

（負債） 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて2億66百万円増加し1,697億30百万円となりました。これは主

に、未払法人税等が増加したことによります。 

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べて26億73百万円増加し1,678億47百万円となりました。これは主

に、利益剰余金が増加したことなどにより株主資本が22億93百万円、その他有価証券評価差額金が増加し

たことにより評価・換算差額等が3億85百万円増加したことによります。 

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フロー） 

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、前連結会計年度末から14億84百万円増加

し226億35百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権が減少した反面、税金等調整前四半期純利益、仕

入債務及びたな卸資産が増加し、あわせて法人税の支払額が減少したことにより80億78百万円の資金収入

となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に投資有価証券の取得及び短期貸付による支出の増加により

54億10百万円の資金支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払による支出により11億85百万円の資金支出と

なりました。 

  

今後の経済情勢は、内外の景気対策の効果により持ち直しが予想されていますが、現状の足元は依然と

して厳しく、国内景気の本格的回復には予断を許さない情勢におかれております。 

 貨物自動車運送業界におきましては、国内景気に力強い回復が見込めないことから、輸送量の増加は望

めず、同業者間での競争の激化など、引き続き厳しい経営環境が続くものと予想されます。 

こうしたなか当社グループは、国内のネットワークを活用し、一貫物流輸送体制構築への取り組みを強

化するとともに、さる10月１日をもって北関東地区を地盤とする王子運送株式会社に資本参加（出資）

し、新たにグループ７社を子会社として迎えることとなりました。ネットワーク事業、ロジスティクス事

業、国際事業及び資材調達、情報システムといった事業全般にわたって互いの得意分野を生かし、サービ

スの拡大を図ってまいります。 

  
  

該当事項はありません。 

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第2四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

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きましては、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法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付額の算定に関しましては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、前連結会計年度以降に経

営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められますので、前連結会計年度にお

いて使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

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：百万円）

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 25,859 24,324

受取手形及び売掛金 28,413 28,764

有価証券 － 50

繰延税金資産 1,572 1,613

その他 2,924 2,609

貸倒引当金 △102 △105

流動資産合計 58,667 57,256

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 187,222 187,185

減価償却累計額 △117,709 △115,581

建物及び構築物（純額） 69,512 71,604

機械装置及び運搬具 47,215 46,651

減価償却累計額 △41,277 △40,233

機械装置及び運搬具（純額） 5,937 6,417

工具、器具及び備品 12,311 12,217

減価償却累計額 △10,071 △9,891

工具、器具及び備品（純額） 2,240 2,325

土地 166,489 166,530

建設仮勘定 2,588 2,257

有形固定資産合計 246,768 249,135

無形固定資産 1,754 1,827

投資その他の資産   

投資有価証券 26,824 23,099

繰延税金資産 1,034 963

その他 2,708 2,562

貸倒引当金 △180 △207

投資その他の資産合計 30,387 26,417

固定資産合計 278,910 277,380

資産合計 337,577 334,637
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（単位：百万円）

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 11,605 12,301

短期借入金 13,100 13,100

1年内償還予定の社債 10,000 10,000

1年内返済予定の長期借入金 9,000 2,000

未払法人税等 2,503 1,882

賞与引当金 3,054 3,027

その他 10,194 10,838

流動負債合計 59,457 53,149

固定負債   

社債 10,000 10,000

転換社債型新株予約権付社債 23,446 23,390

長期借入金 21,700 28,700

再評価に係る繰延税金負債 31,326 31,327

退職給付引当金 14,110 13,773

その他 9,688 9,123

固定負債合計 110,272 116,314

負債合計 169,730 169,463

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,310 30,310

資本剰余金 37,107 37,107

利益剰余金 79,950 77,652

自己株式 △10,280 △10,275

株主資本合計 137,088 134,795

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,096 3,710

土地再評価差額金 26,426 26,427

為替換算調整勘定 0 △0

評価・換算差額等合計 30,523 30,137

少数株主持分 235 241

純資産合計 167,847 165,173

負債純資産合計 337,577 334,637
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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：百万円）

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 124,473 109,380

売上原価 118,983 101,803

売上総利益 5,490 7,576

販売費及び一般管理費 1,765 1,829

営業利益 3,725 5,746

営業外収益   

受取利息 34 7

受取配当金 357 276

有価証券売却益 48 5

金利スワップ評価益 － 73

その他 121 114

営業外収益合計 562 477

営業外費用   

支払利息 391 334

金利スワップ評価損 142 －

その他 20 34

営業外費用合計 554 369

経常利益 3,733 5,854

特別利益   

固定資産売却益 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失   

固定資産売却損 5 －

固定資産除却損 39 49

減損損失 40 41

投資有価証券評価損 － 96

ゴルフ会員権評価損 4 11

特別損失合計 89 198

税金等調整前四半期純利益 3,644 5,656

法人税、住民税及び事業税 1,251 2,339

法人税等調整額 148 △121

法人税等合計 1,399 2,218

少数株主利益又は少数株主損失（△） 13 △6

四半期純利益 2,231 3,444
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 61,483 54,567

売上原価 59,122 50,957

売上総利益 2,361 3,609

販売費及び一般管理費 853 939

営業利益 1,508 2,670

営業外収益   

受取利息 20 6

受取配当金 30 22

有価証券売却益 15 －

金利スワップ評価益 － 24

その他 42 49

営業外収益合計 109 102

営業外費用   

支払利息 179 167

金利スワップ評価損 66 －

その他 9 11

営業外費用合計 256 179

経常利益 1,361 2,593

特別利益   

貸倒引当金戻入額 △1 －

特別利益合計 △1 －

特別損失   

固定資産売却損 5 －

固定資産除却損 32 39

投資有価証券評価損 － 76

ゴルフ会員権評価損 4 11

特別損失合計 41 128

税金等調整前四半期純利益 1,318 2,465

法人税、住民税及び事業税 △243 343

法人税等調整額 790 697

法人税等合計 546 1,040

少数株主利益又は少数株主損失（△） 5 △8

四半期純利益 767 1,433
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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）

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 3,644 5,656

減価償却費 4,257 4,239

減損損失 40 41

引当金の増減額（△は減少） 162 346

その他 △990 △490

小計 7,114 9,793

利息及び配当金の受取額 392 284

利息の支払額 △363 △281

法人税等の支払額 △2,471 △1,718

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,671 8,078

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 △2,105 △2,186

有形固定資産の売却による収入 145 34

投資有価証券の取得による支出 △16 △2,826

投資有価証券の売却による収入 150 46

その他 162 △479

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,664 △5,410

財務活動によるキャッシュ・フロー   

借入れによる収入 21,600 24,200

借入金の返済による支出 △21,600 △24,200

社債の償還による支出 △10,000 －

配当金の支払額 △920 △1,156

その他 △1,564 △28

財務活動によるキャッシュ・フロー △12,484 △1,185

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,477 1,484

現金及び現金同等物の期首残高 27,957 21,151

現金及び現金同等物の四半期末残高 18,480 22,635
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該当事項はありません。 

  

【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） 

 
（注）１ 事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。 

 ２ 各事業区分の主な業務内容 

 
  

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 事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。 

 ２ 各事業区分の主な業務内容 

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

運送事業
（百万円）

流通加工
事業 

（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は 
全社 

（百万円）

連結
（百万円）

 売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 113,402 6,005 5,066 124,473 － 124,473

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

－ － 4,030 4,030 △ 4,030 －

計 113,402 6,005 9,096 128,503 △ 4,030 124,473

 営業費用 110,252 5,429 8,033 123,715 △ 2,966 120,748

 営業利益 3,150 575 1,062 4,788 △ 1,063 3,725

事業区分 主要な事業内容

運送事業 貨物運送事業・港湾運送事業・その他付帯事業

流通加工事業 倉庫業・通関業・流通加工業

その他事業
不動産等の賃貸業・ボウリング事業・物品販売事業・コンビニエンスストア事
業・労働者派遣業（委託業務）・警備業・自動車整備事業・その他の事業

運送事業
（百万円）

流通加工
事業 

（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は 
全社 

（百万円）

連結
（百万円）

 売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 98,925 5,811 4,643 109,380 － 109,380

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

－ － 3,996 3,996 △3,996 －

計 98,925 5,811 8,639 113,376 △3,996 109,380

 営業費用 93,366 5,249 7,757 106,372 △2,738 103,633

 営業利益 5,559 561 882 7,004 △1,257 5,746

事業区分 主要な事業内容

運送事業 貨物運送事業・港湾運送事業・その他付帯事業

流通加工事業 倉庫業・通関業・流通加工業

その他事業
不動産等の賃貸業・ボウリング事業・物品販売事業・コンビニエンスストア事
業・労働者派遣業（委託業務）・警備業・自動車整備事業・その他の事業
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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に占める「本邦」の割合が90％を越えているため、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に占める「本邦」の割合が90％を越えているため、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） 

海外売上高が連結売上高の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） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、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。 

  

(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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