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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 19,476 △1.8 527 87.8 453 107.4 △213 ―

21年3月期第2四半期 19,836 ― 280 ― 218 ― 97 ―

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 △16.04 ―

21年3月期第2四半期 7.04 ―

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 26,997 6,545 24.0 487.74
21年3月期 25,887 6,683 25.6 498.28

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  6,488百万円 21年3月期  6,630百万円

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 ― ― ― 6.00 6.00

22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 6.00 6.00

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  
 

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 39,500 0.7 1,000 38.8 870 53.8 0 ― 0.00
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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） 

（注）詳細は３ページ「定性的情報・財務諸表等」４．その他をご参照下さい。 

(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 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれておりま
す。世界経済・競合状況・金利の変動等に関わるリスクや不安定要素により実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。尚、業績予
想に関する事項は、３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参照下さい。 

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 有

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 14,021,363株 21年3月期  14,021,363株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  718,250株 21年3月期  714,806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 13,304,026株 21年3月期第2四半期 13,831,255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、企業の在庫調整が一段落し、一部に回復の兆しが見えるもの

の、完全失業率が高止まりしているほか、個人消費や民間需要は低迷を続け、引き続き先行き不透明な厳しい状況

で継続いたしました。 

このような状況下、当第２四半期累計期間の業績は、営業収益については景気低迷の影響により輸送需要が減

少し、前年同期より３億５千９百万円減（△1.8%）の194億７千６百万円となりました。 

利益面では、前年からの施策であるグループ内製化による輸送体制の改善や効率的な人員の再配置を実施した

ことにより輸送原価が低減し、営業利益は前年同期より２億４千６百万円増（＋87.8%）の５億２千７百万円、

経常利益は前年同期より２億３千４百万円増（＋107.4%）の４億５千３百万円となりました。一方四半期純損益

につきましては、子会社の札幌通運において平成21年10月1日付で確定給付企業年金基金を解散し確定拠出年金

制度（日本版401k）を導入したことに伴い7億3百万円の退職給付制度改定損を特別損失に計上したことから、２

億１千３百万円の損失となりました。 

尚、事業部門別営業収益の状況は次のとおりであります。 

（運送事業）  

 新規顧客の誘致を図ったものの、景気低迷の影響により貨物自動車運送部門とＪＲコンテナ部門の取扱いが減少

し、運送事業全体では前年同期より15億８百万円減（△7.9％）の174億９千３百万円となりました。 

（物品販売事業） 

 景気低迷の影響により車両等の販売が減少し、前年同期より７千７百万円減（△28.7％）の１億９千２百万円と

なりました。 

（その他事業） 

 観光部門に係る営業収益の表示方法を変更したこと等もあり、前年同期より12億２千５百万円増（+217.4％）の

17億８千９百万円となりました。 

  

  

当第２四半期末における総資産は、子会社の札幌通運においてホストコンピュータの代替によりリース資産が増

加したことや株価の回復により投資有価証券が増加したことで前連結会計年度末より11億１千万円増加し269億９千

７百万円となりました。 

 負債は、退職給付制度の改定によって退職給付引当金が減少した一方、企業年金基金の解散に伴う拠出金を借入金

により調達したことに加え、車両の代替による設備代未払金やリース債務が増加したこと等により前連結会計年度よ

り12億４千７百万円増加し204億５千１百万円となりました。 

 純資産は、利益剰余金が配当の実施及び純損失の計上により２億９千３百万円減少した一方、その他有価証券評価

差額金が１億５千２百万円増加したことにより、前連結会計年度より１億３千７百万円減少し65億４千５百万円とな

りました。この結果自己資本比率は24.0%となりました。 

  

  

 通期の連結業績予想につきましては、平成21年９月29日に発表致しました「業績予想の修正に関するお知らせ」よ

り修正はございません。営業収益395億円、営業利益10億円、経常利益８億７千万円、当期純利益につきましては、

第２四半期において特別損失(退職給付制度改定損)を計上したことから、零と予想しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

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

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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・表示方法に関する変更 

子会社の札幌通運株式会社の観光部門に係る営業収益については、従来は顧客の依頼に基づき航空券等を販

売する手配旅行業務が主であったことから、販売額から営業原価を差引いた純額で表示しておりましたが、近

年ツアーを企画し顧客に販売する主催旅行の取り扱いが増加し、観光部門に係る営業収益の大部分を占めるよ

うになったことから、当第１四半期連結会計期間から販売額と営業原価をそれぞれ計上する総額表示に変更し

ております。これにより、従来の表示と比べ、当第２四半期連結会計期間に係る営業収益及び営業原価がそれ

ぞれ11億６千８百万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 2,063,805 1,966,873 

受取手形 631,705 669,296 

営業未収入金 4,975,889 4,727,273 

たな卸資産 53,982 56,027 

繰延税金資産 273,911 75,862 

その他 903,807 919,716 

貸倒引当金 △6,956 △9,479 

流動資産合計 8,896,145 8,405,571 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,351,059 4,441,812 

機械装置及び運搬具（純額） 2,208,908 2,026,695 

土地 6,140,529 6,140,529 

その他（純額） 650,954 372,225 

有形固定資産合計 13,351,451 12,981,263 

無形固定資産   

のれん 54,932 82,399 

その他 200,714 182,895 

無形固定資産合計 255,646 265,295 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,095,021 1,687,965 

繰延税金資産 332,754 488,597 

差入保証金 1,491,327 1,461,172 

その他 648,875 670,632 

貸倒引当金 △74,824 △74,897 

投資その他の資産合計 4,493,153 4,233,471 

固定資産合計 18,100,252 17,480,030 

繰延資産   

創立費 700 1,400 

繰延資産合計 700 1,400 

資産合計 26,997,098 25,887,001 
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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 530,721 811,947 

営業未払金 4,041,665 3,722,778 

短期借入金 8,731,499 7,885,286 

1年内償還予定の社債 300,000 － 

未払法人税等 57,371 87,951 

賞与引当金 － 94,455 

その他の引当金 － 32,250 

その他 1,987,705 1,309,521 

流動負債合計 15,648,963 13,944,190 

固定負債   

社債 － 300,000 

長期借入金 3,561,898 3,812,711 

繰延税金負債 95,787 88,619 

退職給付引当金 182,713 660,846 

役員退職慰労引当金 116,420 122,050 

その他 846,074 275,502 

固定負債合計 4,802,893 5,259,729 

負債合計 20,451,857 19,203,920 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,000 1,000,000 

資本剰余金 556,843 556,843 

利益剰余金 5,451,733 5,745,002 

自己株式 △205,377 △204,221 

株主資本合計 6,803,199 7,097,623 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △314,755 △467,263 

評価・換算差額等合計 △314,755 △467,263 

少数株主持分 56,795 52,721 

純資産合計 6,545,240 6,683,081 

負債純資産合計 26,997,098 25,887,001 
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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 19,836,651 19,476,687 

営業原価 18,780,208 18,249,154 

営業総利益 1,056,442 1,227,533 

販売費及び一般管理費 775,847 700,461 

営業利益 280,594 527,071 

営業外収益   

受取利息 9,320 9,011 

受取配当金 17,763 15,762 

寮収入 22,803 24,499 

その他 53,741 47,392 

営業外収益合計 103,630 96,665 

営業外費用   

支払利息 86,941 80,379 

寮支出 64,689 74,389 

その他 14,001 15,634 

営業外費用合計 165,632 170,403 

経常利益 218,592 453,333 

特別利益   

投資有価証券売却益 11 － 

貸倒引当金戻入額 － 1,327 

特別利益合計 11 1,327 

特別損失   

固定資産除売却損 5,728 6,760 

投資有価証券評価損 － 27,327 

退職給付制度改定損 － 703,482 

その他 － 550 

特別損失合計 5,728 738,119 

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（△）

212,875 △283,458 

法人税、住民税及び事業税 111,270 66,888 

法人税等調整額 △1,057 △144,015 

法人税等合計 110,212 △77,126 

少数株主利益 5,237 7,097 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 97,425 △213,429 
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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（△）

212,875 △283,458 

減価償却費 387,759 433,995 

のれん償却額 27,466 26,544 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,074 △2,596 

賞与引当金の増減額（△は減少） 33,471 △94,455 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,818 △478,132 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △29,120 △5,630 

その他の引当金の増減額（△は減少） △32,820 △32,250 

受取利息及び受取配当金 △27,084 △24,773 

支払利息 86,941 80,379 

投資有価証券売却損益（△は益） △11 － 

有形固定資産売却損益（△は益） 968 △1,236 

有形固定資産除却損 6,662 12,453 

投資有価証券評価損益（△は益） － 27,327 

売上債権の増減額（△は増加） △101,885 △211,024 

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,607 2,044 

仕入債務の増減額（△は減少） 240,702 37,660 

未払消費税等の増減額（△は減少） 46,381 △65,729 

その他 29,263 669,218 

小計 874,434 90,336 

利息及び配当金の受取額 27,086 24,738 

利息の支払額 △90,294 △81,960 

法人税等の支払額 △318,723 △97,657 

営業活動によるキャッシュ・フロー 492,503 △64,543 

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 △486,056 △137,770 

有形固定資産の売却による収入 6,320 20,671 

無形固定資産の取得による支出 △19,484 △13,308 

投資有価証券の取得による支出 △197,020 △172,895 

貸付けによる支出 △14,240 △800 

貸付金の回収による収入 11,869 10,389 

その他の支出 △142,222 △59,408 

その他の収入 170,195 52,707 

投資活動によるキャッシュ・フロー △670,637 △300,414 
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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） 445,000 845,000 

長期借入れによる収入 610,000 704,000 

長期借入金の返済による支出 △812,780 △953,600 

リース債務の返済による支出 － △35,066 

自己株式の取得による支出 △73,666 △1,155 

配当金の支払額 △83,245 △79,839 

少数株主への配当金の支払額 △1,665 △2,001 

財務活動によるキャッシュ・フロー 83,642 477,336 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △94,490 112,379 

現金及び現金同等物の期首残高 1,861,354 1,801,042 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,766,863 1,913,422 
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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） 

 営業収益、営業利益の合計額に占める「運送事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セ

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） 

※事業区分の方法及び各区分に属する主要な役務及び商品の名称 

 （１）事業区分の方法：運送事業、販売事業、その他の事業 

 （２）各区分に属する主要な役務及び商品の名称 

  

  

  

 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） 

   海外営業収益がないため、該当ありません。 

  

  

 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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
運送事業 

（千円）  

販売事業 

（千円） 

その他の事業

（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 

（２）セグメント間の内部営業

収益又は振替高  

17,493,767

1,424,757

192,999

756,550

1,789,920

264,077

19,476,687

2,445,385

  

―  

（2,445,385）

19,476,687

  

―  

 計 18,918,524 949,549 2,053,998 21,922,072（2,445,385） 19,476,687

 営業利益（又は営業損失） 469,896 11,135 87,309 568,340 （41,270）  527,071

事業区分    主要な業務 

運送事業 
貨物自動車運送事業、鉄道利用運送事業、航空利用運送事業、倉

庫業、引越・移転、通関業、エコビジネス事業  

販売事業 車輌・軽油・物流機器の販売 

その他の事業 旅行業、損害保険代理業、自動車修理業 

〔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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