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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 94,390 △17.2 9,266 △21.7 9,867 △22.1 5,471 △25.5
21年3月期第2四半期 114,033 ― 11,836 ― 12,671 ― 7,347 ―

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 20.58 ―
21年3月期第2四半期 26.86 ―

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 283,761 239,943 84.5 902.36
21年3月期 280,251 235,044 83.9 883.92

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  239,908百万円 21年3月期  235,007百万円

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 ― ― ― 8.50 8.50
22年3月期 ― ―
22年3月期 

（予想）
― 8.50 8.50

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 194,500 △10.7 19,100 △9.3 20,000 △11.4 11,500 △11.2 43.25
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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、５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 
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、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り大きく異なる可能性があります。業績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 274,345,675株 21年3月期  274,345,675株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  8,477,389株 21年3月期  8,475,547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 265,869,393株 21年3月期第2四半期 273,518,856株
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 当第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日～平成21年９月30日)におけるわが国経済は、急速な景気悪化に対応

した在庫調整の進展や一連の景気刺激策などにより消費が喚起されましたものの、円高の進行など外部要因も加わ

り、経済活動の水準は依然として低迷し、景気は厳しい状況で推移しました。 

 物流業界におきましても、輸出入貨物、国内貨物ともに低水準な取扱いに終始し、経営環境は厳しい底這いの状態

が継続しました。 

 このような状況下にあって当社グループは自社保有施設の能力をフル活用した高付加価値サービスの提供と積極的

な提案型営業活動を展開するとともに、徹底したコストの削減に取組んでまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間における作業収入は前年同期に比べて17.2%減収の 百万円となり、利

益面におきましては、自営作業を中心とした外注費の削減や作業の効率化に努めましたものの、営業利益は前年同期

に比べて21.7%減益の 百万円、経常利益は22.1%減益の 百万円となり、四半期純利益におきましても前年

同期に比べて25.5%減益の 百万円となりました。 

  

（セグメント別の概況） 

〔物流事業部門〕 

 港湾運送事業では底打ち感は出てきたものの、自動車、製鉄原料、プラント、コンテナなど輸出入貨物とも総じて

低調な取扱いとなり、作業収入は前年同期に比べて16.6%減収の352億62百万円となりました。 

 また、港湾運送に繋がる各事業においても、企業の在庫調整や消費の減退により物流量の減少を余儀なくされ、自

動車運送関連事業は前年同期に比べて13.8%減収の152億82百万円、倉庫業は7.2%減収の93億86百万円、倉庫工場荷役

請負業は12.9%減収の75億77百万円、重量貨物運搬業は24.6%減収の28億26百万円となるなど、物流事業部門の作業収

入は前年同期に比べて17.2%減収の901億32百万円となりました。 

〔その他事業部門〕 

 建設機工事業を含むその他事業部門は、民間設備投資の減少等の影響を受け、前年同期に比べて18.1%減収の42億

58百万円となりました。 

  

セグメント別作業収入                                                                  （単位 百万円） 

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

943億90

92億66 98億67

54億71

  
前第２四半期 

連結累計期間 

当第２四半期 

連結累計期間 

前第２四半期連結累計期間比増減

 金額 率（％）

物流事業         

港湾運送  42,274  35,262  △7,012  △16.6

倉庫  10,119  9,386  △732  △7.2

自動車運送関連  17,733  15,282  △2,450  △13.8

倉庫工場荷役請負  8,704  7,577  △1,126  △12.9

重量貨物運搬  3,747  2,826  △921  △24.6

港湾関連  7,087  5,998  △1,089  △15.4

梱包  1,559  842  △716  △46.0

内航海運取扱  1,553  1,245  △307  △19.8

通関  1,159  1,020  △138  △12.0

その他  14,896  10,690  △4,206  △28.2

小  計  108,835  90,132  △18,702  △17.2

その他事業      

建設機工  3,428  2,681  △747  △21.8

その他  1,769  1,577  △192  △10.9

小  計  5,198  4,258  △940  △18.1

合  計  114,033  94,390  △19,643  △17.2
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（1）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、「受取手形及び営業未収金」が減少したものの、「現金及び預

金」並びに株式相場の上昇より「投資有価証券」が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて35億9百万

円増加の 百万円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、「支払手形及び下払未払金」並びに「退職給付引当金」が減少

したことなどにより、前連結会計年度末に比べて13億89百万円減少の 百万円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は、四半期純利益による「利益剰余金」並びに「その他有価証券評価

差額金」が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて48億99百万円増加の 百万円となりまし

た。 

（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが純収入とな

り、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローがそれぞれ純支出となりました結

果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末残高は前連結会計年度末に比べて、42億94百万円増加の

百万円となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は税金等調整前四半期純利益 百万円に減価償却費 百万円、法

人税等の支払額 百万円などを加減算し、合計では 百万円の純収入となりました。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は固定資産の取得により 百万円を支出し、その他の増減を合わせた

合計では、 百万円の純支出となりました。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は配当金等を支出した結果、合計では 百万円の純支出となりまし

た。 

  

 今後の見通しにつきましては、昨年秋以降の世界的な景気の後退は、新興国向けや景気対策に伴う需要により底入

れ感が見られる状況となってまいりましたが、設備投資の抑制や雇用情勢の悪化、消費の低迷やデフレ懸念など企業

業績や個人消費の本格回復にはほど遠く、今後の景気の動向次第ではさらなる下振れの可能性も懸念されるなど、景

気は引続き厳しい状況が続くものと思われます。 

 このような環境下にあって当社グループは、独自の物流ネットワークを駆使した物流アウトソースなど、顧客ニー

ズに即したグローバル・ロジスティクスの構築を目指して、事業基盤を強化するとともに継続的な成長と企業価値の

更なる向上を図ってまいる所存でありますが、物流需要の好転にはまだまだ時間を要し、減少した貨物量を巡る受注

競争はさらに激化し、厳しい経営環境が継続するものと予測されます。 

 このような状況を踏まえ、通期の業績予想について次のとおり修正いたします。 

  

 平成22年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成21年４月１日～平成22年３月31日） 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

2,837億61

438億17

2,399億43

290億9

97億30 49億1

40億72 113億53

40億44

51億5

22億61

３．連結業績予想に関する定性的情報

  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 

前回発表予想（Ａ）  204,000  20,000  21,300  12,400 46 64 

今回修正予想（Ｂ）  194,500  19,100  20,000  11,500 43 25 

増減額（Ｂ－Ａ）  △ 9,500  △ 900  △ 1,300  △ 900 －  

増減率（％）  △ 4.7  △ 4.5  △ 6.1  △ 7.3 －  

（ご参考）           

前期実績（平成21年３月期）  217,797  21,058  22,566  12,945 47 75  
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 該当事項はありません。 

  

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固定資産については、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。 

  

 該当事項はありません。 

  

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 22,509 17,216

受取手形及び営業未収金 32,869 34,780

有価証券 7,106 7,498

貯蔵品 289 307

その他 16,827 16,258

貸倒引当金 △55 △57

流動資産合計 79,547 76,003

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 94,909 95,349

土地 64,832 64,753

その他（純額） 16,689 17,531

有形固定資産合計 176,431 177,633

無形固定資産 6,323 6,352

投資その他の資産   

投資有価証券 12,380 10,652

その他 9,146 9,676

貸倒引当金 △67 △67

投資その他の資産合計 21,459 20,261

固定資産合計 204,213 204,248

資産合計 283,761 280,251

負債の部   

流動負債   

支払手形及び下払未払金 17,267 18,680

未払法人税等 4,551 4,553

賞与引当金 192 162

その他 9,127 8,987

流動負債合計 31,139 32,384

固定負債   

退職給付引当金 12,034 12,151

役員退職慰労引当金 30 27

船舶特別修繕引当金 0 0

その他 613 644

固定負債合計 12,678 12,823

負債合計 43,817 45,207
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,642 31,642

資本剰余金 26,854 26,854

利益剰余金 185,581 181,360

自己株式 △5,837 △5,835

株主資本合計 238,240 234,021

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,777 986

為替換算調整勘定 △108 －

評価・換算差額等合計 1,668 986

少数株主持分 35 36

純資産合計 239,943 235,044

負債純資産合計 283,761 280,251
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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) 

作業収入 114,033 94,390

作業原価 94,745 78,094

作業総利益 19,288 16,295

販売費及び一般管理費 7,451 7,029

営業利益 11,836 9,266

営業外収益   

受取利息 72 54

受取配当金 384 174

持分法による投資利益 47 95

その他 338 290

営業外収益合計 844 615

営業外費用   

為替差損 － 5

雑支出 8 7

営業外費用合計 8 13

経常利益 12,671 9,867

特別利益   

固定資産売却益 46 21

貸倒引当金戻入額 － 3

特別利益合計 46 25

特別損失   

固定資産除売却損 209 121

投資有価証券評価損 1 15

ゴルフ会員権売却損 － 25

特別損失合計 211 162

税金等調整前四半期純利益 12,506 9,730

法人税、住民税及び事業税 5,070 4,060

法人税等調整額 88 199

法人税等合計 5,158 4,260

少数株主利益又は少数株主損失（△） 0 △1

四半期純利益 7,347 5,471
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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 12,506 9,730

減価償却費 5,338 4,901

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △3

退職給付引当金の増減額（△は減少） △234 △202

受取利息及び受取配当金 △457 △229

持分法による投資損益（△は益） △47 △95

投資有価証券評価損益（△は益） 1 15

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － 25

有形固定資産除売却損益（△は益） 163 99

売上債権の増減額（△は増加） 85 2,236

たな卸資産の増減額（△は増加） △16 18

仕入債務の増減額（△は減少） △1,187 △1,488

その他 403 63

小計 16,555 15,072

利息及び配当金の受取額 480 354

法人税等の支払額 △4,712 △4,072

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,323 11,353

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △4,520 △4,044

固定資産の売却による収入 59 58

投資有価証券の取得による支出 △10 △1,189

投資有価証券の売却による収入 57 －

貸付けによる支出 △14 △5

貸付金の回収による収入 29 28

その他 △174 46

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,573 △5,105

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △2,324 △2,259

自己株式の増減額（△は増加） △5 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,330 △2,261

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,418 3,981

現金及び現金同等物の期首残高 19,469 24,714

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 313

現金及び現金同等物の四半期末残高 24,887 29,009
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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）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） 

 物流事業の作業収入及び営業利益の金額は、全セグメントの作業収入の合計及び営業利益の合計額に占める割

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。 

  

 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） 

 本邦の作業収入は、全セグメントの作業収入の合計に占める割合が90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

  

 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） 

 海外作業収入は、連結作業収入の10％未満のため、海外作業収入の記載を省略しております。 

  

 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〕

〔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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