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1.  平成22年2月期第3四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年11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）

営業収益 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2月期第3四半期 7,438 ― 610 ― 649 ― 372 ―

21年2月期第3四半期 7,783 14.5 511 21.6 530 13.4 322 26.2

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2月期第3四半期 15,806.57 15,656.68
21年2月期第3四半期 13,411.91 13,184.84

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2月期第3四半期 2,616 1,747 66.5 73,674.51
21年2月期 2,297 1,554 67.3 65,571.90

（参考） 自己資本   22年2月期第3四半期  1,738百万円 21年2月期  1,546百万円

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2月期 ― 0.00 ― 4,500.00 4,500.00
22年2月期 ― 3,000.00 ―

22年2月期 
（予想）

3,000.00 6,000.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28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  
 

営業収益 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 10,100 0.9 700 22.4 750 24.4 440 22.6 18,642.49
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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 

1.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
2.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。実際の業績等は、業況
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
3.当四半期において、新株予約権の行使により発行済み株式数が12株増加しております。なお、この増加に伴い1株当たり当期純利益の予想値を修正し
ております。 

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2月期第3四半期 24,402株 21年2月期  24,390株

② 期末自己株式数 22年2月期第3四半期  800株 21年2月期  800株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第3四半期 23,590株 21年2月期第3四半期 24,070株
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当第3四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、昨秋以降の世界的な不況が長期化する中で、政府の追加経済対

策や企業の収益改善努力により、景気の一部に持ち直しが見られるものの、雇用情勢や所得環境は依然好転しておら

ず、経済環境は総じて厳しい状況下で推移いたしました。 

当社グループが属するフォワーダー業界におきましても、貨物の荷動きに緩やかな回復基調が伺えるものの、世界

的な不況による消費者の節約志向の高まりが、国内消費や工業生産に落込みをもたらし、取扱貨物量は低調な水準で

推移いたしました。 

このような状況下、当社グループは、主力とする海上貨物輸送におきましては、デフレ懸念と国内消費の低迷によ

り一部の大口顧客の取扱貨物量は減少に転じましたが、積極的な営業活動の展開と通関受注及び航空貨物輸送の営業

強化によって、物流ニーズの潜在需要の掘起こしと新規顧客の獲得に努めてまいりました。 

以上の結果、当社グループの当第3四半期連結累計期間における取扱貨物量は、在庫調整の一巡と秋以降のアパレル

系顧客の貨物量に回復の兆しが見えてきたことから、海上輸送における取扱貨物量は前年同期比1.0％増、航空輸送に

おける取扱貨物量は前年同期比26.4％増と堅調に推移いたしました。 

 しかし、価格競争による販売価格の下落と急激な円高進行が、運賃収入の圧迫要因となり、営業収益は前年同期比

4.4％減少する結果となりました。一方、利益面におきましては、収益性の高い通関部門での受注が増加したこと及び

仕入コストの削減効果によって、売上総利益率は前年同期比4.3ポイント改善し、営業収益の減収を補完する結果とな

りました。 

よって、当第3四半期連結累計期間における営業収益は7,438百万円（前年同期比4.4％減）、営業利益610百万円

（前年同期比19.5％増）、経常利益649百万円（前年同期比22.4％増）、四半期純利益372百万円（前年同期比15.5

％増）となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は次の通りであります。 

①日本 

販売価格の下落と長期化する円高の影響により、営業収益は前年同期を割り込む結果となりましたが、新規顧客の

獲得と潜在需要の掘起しによる貨物の獲得に邁進した結果、輸送形態別での取扱貨物量は、海上輸送における取扱コ

ンテナ本数では、輸出入合計71,893TEU（前年同期比1.0％増）、航空貨物輸送では1,609トン（前年同期比26.4％

増）、通関受注では17,012件（前年同期比34.4％増）と堅調に推移いたしました。 

以上の結果、日本における営業収益は6,643百万円（前年同期比3.7％減）、営業利益は556百万円（前年同期比

27.8％増）となりました。 

②中国・香港 

秋以降、日本向け貨物は回復の兆しを見せておりますが、中国子会社の財務諸表の邦貨換算レートの悪化の影響か

ら、営業収益は773百万円（前年同期比10.2％減）、営業利益は45百万円（前年同期比26.9％減）となりました。 

③東南アジア 

中国・香港と同様に日本向け貨物が減少した結果、営業収益は22百万円（前年同期比1.3％減）、営業利益は0百万

円（前年同期比9.8％増）となりました。 

(※ 対前年同期比については、参照データであります。） 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第3四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319百万円増加し2,616百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金が46百万円、売掛金が253百万円増加したことによるものであります。 

負債総額は、前連結会計年度末に比べ126百万円増加し869百万円となりました。これは主に、買掛金が156百万円、

未払法人税等が44百万円、退職給付引当金が11百万円増加した一方で1年内償還予定の社債が100百万円減少したこと

によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ192百万円増加し1,747百万円となりました。これは主に、剰余金の処分176百万

円があった一方で四半期純利益372百万円を計上したことによるものであります。 

  

・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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(2) キャッシュ・フローの状況  

当第3四半期連結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、前連結会計年度末に比べ0

百万円減少し、1,084百万円となりました。 

  

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの内訳は次の通りであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果、獲得した資金は326百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を649百万円計

上したことのほか、仕入債務の増加156百万円等の資金の増加要因に対し、法人税等の支払額250百万円、売上債権の

増加253百万円等の資金の減少要因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) 

投資活動の結果、支出した資金は49百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入170百万円、有価

証券の償還による収入200百万円及び投資有価証券の償還による収入100百万円等の資金の増加要因に対し、余剰資金

の安定運用のための定期預金の預入による支出216百万円及び有価証券の取得による支出299百万円等の資金の減少要

因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) 

財務活動の結果、支出した資金は274百万円となりました。これは社債の償還による支出100百万円及び配当金の支

払額175百万円の資金の減少要因によるものであります。 

  

通期の見通しにつきましては、デフレ懸念と個人消費の低迷などにより、引き続き厳しい事業環境が続くものと予

想されます。貨物の荷動きは緩やかな回復基調ではありますが、一部の特需効果に依存する部分も多く、未だ貨物量

の本格回復までには至っておりません。従って、第4四半期以降の貨物量の動向は依然として不透明であり、通期の見

通しにつきましても、平成21年10月２日に公表しました「平成22年２月期 第２四半期決算短信」に記載のとおりであ

り、業績予想の修正はしておりません。 

  
  

 該当事項はありません。 

  

１．簡便な会計処理 

  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。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

   該当事項はありません。 

  

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

２．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会

第一部会）、「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日

（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年3月30日改正））が平成20年4月1日以降開始する連結会

計年度に係る四半期連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、第1四半期連結会計期間からこれ

らの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法を採用しております。 

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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  なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

３．「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18

年5月17日）を第1四半期連結会計期間から適用しております。 

 この変更に伴う損益に与える影響はありません。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年11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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,301,396 1,254,800

売掛金 676,910 423,555

有価証券 299,370 99,873

その他 134,479 103,385

貸倒引当金 △4,489 △2,202

流動資産合計 2,407,667 1,879,413

固定資産   

有形固定資産 20,171 25,996

無形固定資産 43,085 46,045

投資その他の資産   

投資有価証券 － 199,103

差入保証金 115,773 122,074

その他 32,030 28,126

貸倒引当金 △1,931 △3,016

投資その他の資産合計 145,872 346,288

固定資産合計 209,129 418,330

資産合計 2,616,797 2,297,744

負債の部   

流動負債   

買掛金 402,676 246,154

1年内償還予定の社債 － 100,000

未払法人税等 181,164 136,408

賞与引当金 26,221 25,925

役員賞与引当金 13,875 20,000

預り金 90,773 115,290

その他 97,117 54,188

流動負債合計 811,827 697,966

固定負債   

退職給付引当金 55,739 44,577

その他 2,075 951

固定負債合計 57,814 45,528

負債合計 869,642 743,495
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年11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２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 266,837 266,660

資本剰余金 217,287 217,110

利益剰余金 1,367,153 1,171,194

自己株式 △67,756 △67,756

株主資本合計 1,783,522 1,587,208

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △89 －

繰延ヘッジ損益 △3,366 －

為替換算調整勘定 △41,200 △40,367

評価・換算差額等合計 △44,656 △40,367

少数株主持分 8,289 7,407

純資産合計 1,747,155 1,554,248

負債純資産合計 2,616,797 2,297,744
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
  至 平成21年11月30日) 

営業収益  

輸送事業収入 7,273,958

その他事業収入 164,342

営業収益合計 7,438,301

営業原価  

輸送事業仕入 5,364,955

その他事業仕入 142,041

営業原価合計 5,506,997

売上総利益 1,931,304

販売費及び一般管理費 1,320,763

営業利益 610,540

営業外収益  

受取利息 4,828

為替差益 27,879

長期未請求債務償却益 2,253

その他 4,355

営業外収益合計 39,316

営業外費用  

支払利息 210

事務所退去費用 231

その他 234

営業外費用合計 675

経常利益 649,182

税金等調整前四半期純利益 649,182

法人税、住民税及び事業税 295,324

法人税等調整額 △19,248

法人税等合計 276,076

少数株主利益 221

四半期純利益 372,884
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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)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
  至 平成21年11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 649,182

減価償却費 16,171

長期前払費用償却額 300

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,201

賞与引当金の増減額（△は減少） 295

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,125

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,162

受取利息 △4,828

支払利息 210

為替差損益（△は益） 2,112

預り金の増減額（△は減少） △24,516

売上債権の増減額（△は増加） △253,354

仕入債務の増減額（△は減少） 156,522

その他 24,438

小計 572,771

利息の受取額 4,377

利息の支払額 △636

法人税等の支払額 △250,153

営業活動によるキャッシュ・フロー 326,359

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 △216,605

定期預金の払戻による収入 170,000

有価証券の取得による支出 △299,787

有価証券の償還による収入 200,000

有形固定資産の取得による支出 △2,867

無形固定資産の取得による支出 △5,042

投資有価証券の償還による収入 100,000

差入保証金の差入による支出 △15,422

差入保証金の回収による収入 20,371

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,353

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 10,000

短期借入金の返済による支出 △10,000

社債の償還による支出 △100,000

株式の発行による収入 354

配当金の支払額 △175,084

財務活動によるキャッシュ・フロー △274,729

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,285

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9

現金及び現金同等物の期首残高 1,084,800

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,084,791
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年3月１日 至 平成21年11月30日) 

当社及び連結子会社の事業は、国際貨物輸送事業ならびにこれらの附帯業務及びその他事業であり

ます。しかしながら、全セグメントの営業収益の合計及び営業利益の金額の合計額に占める国際貨物

輸送事業ならびにこれらの附帯業務の割合が90％を超えるため、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。 

  

【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年3月１日 至 平成21年11月30日) 

 
(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．上記区分のうち、東南アジアに属する国又は地域の内訳は、タイであります。 

  

【海外営業収益】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年3月１日 至 平成21年11月30日) 

 
(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．上記区分のうち、東南アジアに属する国又は地域の内訳は、タイであります。 

３．海外営業収益は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における営業収益であります。 

  

 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

日本 中国・香港 東南アジア 計 消去 連結

(千円) (千円) (千円) (千円) 又は全社 (千円)

(千円)

 営業収益

 (1) 外部顧客に対する 
   営業収益

6,643,215 773,029 22,055 7,438,301 ― 7,438,301

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

21,103 818,809 15,315 855,228 (855,228) ―

計 6,664,319 1,591,838 37,370 8,293,529 (855,228) 7,438,301

 営業利益 556,934 45,358 697 602,991 7,549 610,540

中国・香港 東南アジア 計

Ⅰ 海外営業収益(千円) 773,029 22,055 795,085

Ⅱ 連結営業収益(千円) － － 7,438,301

Ⅲ 連結営業収益に占める 
  海外営業収益の割合(％)

10.4 0.3 10.7

(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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前年同四半期に係る財務諸表等 

(１) （要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年3月1日 至 平成20年11月30日） 

 
  

「参考資料」

前第３四半期連結累計期間

（自 平成20年３月１日
  至 平成20年11月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ 営業収益

  輸送事業収入 7,783,264 100.0

Ⅱ 営業原価

  輸送事業仕入 6,093,064 78.3

  売上総利益 1,690,200 21.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,179,149 15.1

  営業利益 511,050 6.6

Ⅳ 営業外収益

  １ 受取利息 5,516

  ２ 為替差益 11,456

  ３ 保険代理店収入 2,322

  ４ 長期未請求債務償却益 2,206

  ５ その他 533 22,036 0.2

Ⅴ 営業外費用

  １ 支払利息 1,839

  ２ 株式交付費 30

  ３ 自己株式取得費用 344

  ４ デリバティブ評価損 270

  ５ その他 73 2,557 0.0

  経常利益 530,528 6.8

Ⅵ 特別利益

  賞与引当金戻入益 3,710 3,710 0.0

   税金等調整前四半期純利益 534,239 6.8

  法人税、住民税及び事業税 217,591

  法人税等調整額 △7,801 209,790 2.7

  少数株主利益 1,616 0.0

  四半期純利益 322,833 4.1
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(２) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年3月1日 至 平成20年11月30日） 

   

前第３四半期連結累計期間

（自 平成20年３月１日
  至 平成20年11月30日）

区分 金額(千円)

Ⅰ 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 534,239

   減価償却費 11,511

   長期前払費用償却 255

   株式交付費 30

   貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,371

   賞与引当金の増減額（△は減少） △3,463

   役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,623

   退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,986

   受取利息 △5,516

   支払利息 1,839

   為替差損益（△は益） 616

   デリバティブ評価損益 270

   預り金の増減額（△は減少） 31,883

   売上債権の増減額（△は増加） △255,868

   仕入債務の増減額（△は減少） 54,569

   その他 △2,625

    小計 374,477

   利息の受取額 4,474

   利息の支払額 △2,550

   法人税等の支払額 △280,677

  営業活動によるキャッシュ・フロー 95,723

Ⅱ 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 △170,018

   定期預金の払戻による収入 114,079

   有価証券の取得による支出 △99,100

   有価証券の償還による収入 100,000

   有形固定資産の取得による支出 △2,924

   無形固定資産の取得による支出 △235

   投資有価証券の取得による支出 △98,692

      貸付金の回収による収入 140

   差入保証金の差入による支出 △8,432

   差入保証金の返還による収入 2,664

   その他投資の取得による支出 △51

  投資活動によるキャッシュ・フロー △162,572

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入による収入 54,680

   短期借入金の返済による支出 △64,101

   株式の発行による収入 767

   自己株式の取得による支出 △39,842

   親会社による配当金の支払額 △83,505

   少数株主への配当金の支払額 △4,505

  財務活動によるキャッシュ・フロー △136,507

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,129

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △215,485

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,192,872

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 977,387
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セグメント情報 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年3月1日 至 平成20年11月30日） 

当社及び連結子会社の事業は、国際貨物輸送事業ならびにこれらの附帯業務の単一事業であります。従いまして、

開示対象となるセグメントはありませんので記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年3月1日 至 平成20年11月30日） 

 
(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．上記区分のうち、東南アジアに属する国又は地域の内訳は、タイであります。 

  

【海外営業収益】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年3月1日 至 平成20年11月30日） 

 
(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．上記区分のうち、東南アジアに属する国又は地域の内訳は、タイであります。 

３．海外営業収益は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における営業収益であります。 

  

日本 中国・香港 東南アジア 計 消去 連結

(千円) (千円) (千円) (千円) 又は全社 (千円)

(千円)

 営業収益

 (1) 外部顧客に対する 
   営業収益

6,900,508 860,405 22,350 7,783,264 ― 7,783,264

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

40,311 718,968 23,612 782,892 (782,892) ―

計 6,940,820 1,579,374 45,963 8,566,157 (782,892) 7,783,264

 営業利益 435,628 62,023 635 498,287 12,763 511,050

中国・香港 東南アジア 計

Ⅰ 海外営業収益(千円) 860,405 22,350 882,759

Ⅱ 連結営業収益(千円) － － 7,783,264

Ⅲ 連結営業収益に占める 
  海外営業収益の割合(％)

11.0 0.3 11.3
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