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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3月期第3四半期 28,488 △1.2 1,808 8.8 1,833 7.7 1,071 37.4
21年3月期第3四半期 28,847 ― 1,662 ― 1,702 ― 779 ―

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3四半期 104.62 ―

21年3月期第3四半期 75.71 ―

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3四半期 26,410 13,231 50.1 1,292.18
21年3月期 23,813 12,327 51.8 1,203.87

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  13,231百万円 21年3月期  12,327百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
22年3月期 ― 10.00 ―

22年3月期 
（予想）

10.00 20.00

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  
 

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 37,400 1.2 1,360 △7.7 1,360 △10.7 730 7.9 71.29
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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） 

(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予想等の将来に関する記述は、当社が発表日現在において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、今後様々な要因によって予想数値と異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いては、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3四半期 10,300,000株 21年3月期  10,300,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  60,119株 21年3月期  60,069株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 10,239,902株 21年3月期第3四半期 10,299,940株
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 当第３四半期連結累計期間における日本経済は、中国などアジア向け需要拡大により輸出と生産が増加基調を続

け、また経済対策の効果などから耐久消費財を中心に内需にも持ち直しの動きがみられたものの、円高の進行やデフ

レ状況、設備投資の減少や厳しい雇用・所得環境に伴う個人消費の弱まりなど依然として厳しい状況で推移いたしま

した。  

 当社グループが属する物流業界におきましては、景気の底打ちに伴い生産水準は回復移行期にあるものの本格回復

には至らず、個人消費の低調さも加わり国内物流および国際物流ともに物流量は全般的に減少し、依然として厳しい

経営環境に直面しております。また、当社グループの主力である家電物流も個人消費の落ち込みにより苦戦が続いて

おりますが、政府のグリーン家電普及促進事業（エコポイント制度）の効果により、薄型テレビを中心に省エネ家電

が伸びるなど持ち直しの動きがみられました。 

 このような経営環境におきまして、当社グループは機動的な経営戦略や経営基盤の強化を推進するため、①コス

ト競争力の更なる強化、②他社との差別化、③新規顧客の開拓という３つの施策を掲げ、それぞれにつき当社グル

ープの組織を横断したタスクフォースを立ち上げ積極的に推進してまいりました。具体的には、流通系３ＰＬシス

テム（※１）における倉庫内作業の効率化などローコストオペレーションの推進および運送費の低減、流通系共同

プラットフォーム（※２）を活用した営業強化によるメーカー物流の受託、同業他社との共同化の推進、宅配・設

置事業の全国展開を見据えた取引拡大、他社とのアライアンスの推進、国内外一貫輸送サービス体制の構築による

メーカー物流等の受託、ＩＴ関連メーカーおよび異業種向け提案の強化など新規顧客開拓への取組み、また間接コ

ストの削減など利益確保に向けた施策を積極的に推進してまいりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は、「エコポイント」効果による省エネ家電の伸びはあった

ものの、生産調整によるメーカー物流の減少により28,488百万円（前年同四半期比1.2％減）となりました。利益面

におきましては、物流量減少、商品価格下落による影響はあったものの、倉庫内作業のオペレーション改善、運送

原価の低減および間接経費削減などに努めた結果、営業利益は1,808百万円（同8.8％増）、経常利益は1,833百万円

（同7.7％増）となりました。また、四半期純利益につきましては、前年同四半期では投資有価証券評価損の計上を

行ったことの影響もあり、前年同四半期に比べて37.4％増加し、1,071百万円となりました。 

 事業の種類別セグメントごとの概況は次のとおりであります。 

ａ. ロジスティクス・ソリューション事業  

 ロジスティクス・ソリューション事業におきましては、個人消費の低迷および家電製品の激しい価格競争など

市場環境は依然として厳しいものの、「エコポイント」効果による薄型テレビを中心とした省エネ家電の伸びに

支えられ、中間期以降も荷動きは回復傾向で推移いたしました。このような環境のもと、当社グループは顧客企

業の物流ニーズに対応した物流コスト削減等による他社との差別化に重点的に取り組み、既存顧客との取引拡大

および新規顧客の獲得、宅配・設置事業の事業領域拡大等を進めてまいりました。この結果、比較的堅調な年末

需要に支えられ、また、更なる倉庫内作業のオペレーション改善、運送原価の低減が寄与し、営業収益は13,057

百万円（前年同四半期比0.3％増）、営業利益は1,528百万円（同7.5％増）となりました。  

ｂ. 国際物流事業 

 国際物流事業におきましては、他社とのアライアンスおよび国内外一貫輸送サービス体制の構築により、国内

外メーカーの物流受託等に積極的に取り組みました。また、家電製品の生産回復に加え加湿器の完成品および部

材の特需が貢献し、営業収益は893百万円（前年同四半期比9.0％増）、営業利益は124百万円（同9.7％増）とな

りました。 

ｃ. 国内一般物流事業 

 国内一般物流事業におきましては、流通系共同プラットフォームを活用した家電メーカー等の物流受託、家電

物流以外への事業領域の拡大、同業他社との共同物流による事業規模拡大等を推進し、また既存顧客における再

生可能エネルギー分野への取り組みを強化いたしました。この結果、新規荷主の獲得による増収はあったものの

国内メーカーの生産調整による物流量の減少をカバーしきれず、営業収益は14,537百万円（前年同四半期比3.2％

減）となりました。また営業利益は、運送原価の低減などコスト競争力の強化に努め、1,282百万円（同12.0％

増）となりました。 

（※１）３ＰＬシステム 
サード・パーティ・ロジスティクスの略称で、「荷主企業に対して物流改革を提案し、包括して物流業務を受託する業務」と定

義されております。従来、荷主企業が行っていた物流システムの構築・管理という業務を、第三者が荷主企業に代わり、荷主企

業の立場に立って、輸送・保管、倉庫立地や配送ルートなどロジスティクスネットワークの設計等を行う他、在庫管理、情報管

理、品揃えや人材配置についても提案します。 
（※２）流通系共同プラットフォーム 

当社においては、大手家電量販店向け３ＰＬ事業として複数の荷主を獲得したことにより、家電メーカー各社の当社物流センタ

ーへの製品の入出庫実績が年々増加しております。そこで当社の物流センターを共同プラットフォーム化することによって、メ

ーカー製品在庫の拠点として活用することが可能となり、家電メーカー各社の自社物流子会社による当社物流センターへの配送

頻度の効率化が図れます。当社は、この共同プラットフォーム化した物流センターの運営を国内各メーカーに提案しており、共

同プラットフォーム化の促進により、物流センターを核にした複数メーカーを束ねるビジネスモデルを構築し、利益の源泉を拡

げ、さらに事業領域を拡大していく所存であります。 

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
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 当第３四半期末の財政状態については、前期末と比較して、資産は受取手形及び営業未収入金の増加、商品及び製

品の減少、預け金の増加、リース資産の増加、差入保証金の増加等の増減の結果により2,596百万円増加し、負債は

支払手形及び営業未払金の増加、借入金の減少、リース債務の増加等の増減の結果により1,692百万円増加いたしま

した。また、純資産は利益剰余金の増加等により904百万円増加いたしました。  

 キャッシュ・フローの状況については、営業活動により得られた資金は1,253百万円となりました。これは、主に

税金等調整前四半期純利益1,828百万円、減価償却費392百万円、仕入債務の増加額1,223百万円等による増加と、売

上債権の増加額1,733百万円、法人税等の支払額525百万円等による減少の結果であります。投資活動により支出した

資金は323百万円となりました。これは、主に差入保証金の差入れ181百万円、無形固定資産の取得92百万円によるも

のであります。財務活動により支出した資金は719百万円となりました。これは、主に長期借入金の返済422百万円お

よび剰余金の配当204百万円によるものであります。以上の結果、当第３四半期末の現金及び現金同等物の残高は、

前期末より210百万円増加し、2,122百万円となりました。  

  

  

 今後の日本経済の見通しにつきましては、海外経済の改善に伴う中国など新興国向け需要に支えられ輸出、生産

面で持ち直しの傾向が続くとみられるものの、国内景気は、設備投資の抑制、雇用情勢の悪化、消費の低迷、円高

およびデフレ進行など、当面厳しい状況が続くと予想されます。 

 一方、物流業界においては、国内物流では、景気後退に伴い貨物量が伸び悩む中、事業者間競争がさらに激化す

るなど厳しい経営環境にありますが、ソリューション型事業者への物流業務委託（アウトソーシング）や、業界共

同プラットフォーム構築物流事業者への業務集中など、顧客満足やローコスト化に優れたビジネスモデルを持つ企

業が占有を拡大しております。また、国際物流においても、欧米の物流市場が縮小する中、市場拡大が続く新興国

におけるシームレスな国際物流体制の整備など他社との差別化を図り顧客ニーズを捉えようとする動きが広がって

おります。 

 このような環境のもと、当社グループは、以下の項目を推進し、既存顧客との取引拡大、新規顧客の獲得および

収益力の向上を図ってまいります。 

（ロジスティクス・ソリューション事業） 

・既存顧客の取引拡大・深耕 

・新規顧客の獲得 

・都市型大型店舗向け物流の獲得 

・家電量販店、ＧＭＳ系に加え、通販系の宅配・設置事業の強化 

・全国をカバーする宅配・設置プレイヤーへの成長基盤の構築 

（国際物流事業） 

・他社とのアライアンスの推進および国内外一貫物流の推進 

・フォワーディング事業領域の拡大および商事機能を戦略の柱とし、これを最大限活用した事業創出 

・中国をベースとした新規事業領域の拡大 

（国内一般物流事業） 

・共同プラットフォームへのメーカー物流の取り込み 

・既存顧客における成長分野への深耕 

・ＩＴ関連メーカー、異業種向け提案の強化 

 これら施策により通期の業績見通し（連結）につきましては、第４四半期における例年の需要動向および不透明

さを考慮し、現在のところ、営業収益37,400百万円（前期比1.2％増）、営業利益1,360百万円（同7.7％減）、経常

利益1,360百万円（同10.7％減）、当期純利益730百万円（同7.9％増）を見込んでおります。 

 なお、パナソニック株式会社が、平成21年11月５日から平成21年12月９日まで実施した当社の親会社である三洋

電機株式会社の株式に対する公開買付けにより、パナソニック株式会社が三洋電機株式会社を子会社化し、平成21

年12月21日付でパナソニック株式会社が三洋電機株式会社の親会社となりました。これに伴い、パナソニック株式

会社は当社の親会社に該当することとなりました。この親会社の異動に伴う当社の通期の業績見通し（連結）に与

える影響はございません。  

  

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
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

  

（追加情報） 

 役員退職慰労引当金 

 当社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく要支給額を計上しておりましたが、平成21年６

月24日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、制度廃止時の要支給額を打ち切り支

給すること並びに各取締役および監査役の退任時に支給することといたしました。 

 これに伴い、当第１四半期連結会計期間において、役員退職慰労引当金を全額取崩し、打ち切り支給に伴う未

払額38,540千円を固定負債の「その他」に含めて表示しております。  

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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 84,442 57,064

受取手形及び営業未収入金 8,193,310 6,459,322

商品及び製品 1,986 114,871

預け金 2,037,637 1,854,630

その他 759,001 479,403

貸倒引当金 △2,076 △1,690

流動資産合計 11,074,302 8,963,602

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,994,125 4,951,591

減価償却累計額 △1,418,301 △1,261,842

建物及び構築物（純額） 3,575,823 3,689,749

土地 5,417,355 5,417,355

その他 913,525 707,369

減価償却累計額 △434,699 △406,930

その他（純額） 478,825 300,438

有形固定資産合計 9,472,004 9,407,542

無形固定資産 662,299 422,122

投資その他の資産   

投資有価証券 2,618,234 2,561,111

差入保証金 2,053,236 1,912,765

その他 532,303 549,119

貸倒引当金 △1,876 △2,640

投資その他の資産合計 5,201,898 5,020,355

固定資産合計 15,336,203 14,850,021

資産合計 26,410,505 23,813,623
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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12月31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   

支払手形及び営業未払金 8,559,044 7,335,791

短期借入金 660,000 855,000

未払法人税等 491,292 273,789

賞与引当金 31,902 119,614

その他 1,520,549 1,146,777

流動負債合計 11,262,788 9,730,972

固定負債   

長期借入金 218,750 446,250

退職給付引当金 987,808 948,476

役員退職慰労引当金 － 61,787

その他 709,365 298,584

固定負債合計 1,915,923 1,755,098

負債合計 13,178,712 11,486,070

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,362,400 1,362,400

資本剰余金 1,273,100 1,273,100

利益剰余金 10,662,003 9,795,457

自己株式 △61,272 △61,232

株主資本合計 13,236,231 12,369,725

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,714 △47,478

繰延ヘッジ損益 9,275 5,306

評価・換算差額等合計 △4,439 △42,172

純資産合計 13,231,792 12,327,552

負債純資産合計 26,410,505 23,813,623
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業収益 28,847,098 28,488,245

営業原価 25,393,179 24,865,939

営業総利益 3,453,919 3,622,305

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 782,779 793,070

賞与引当金繰入額 7,869 7,965

退職給付費用 84,319 102,490

役員退職慰労引当金繰入額 12,859 19,123

賃借料 213,270 173,041

減価償却費 93,499 95,021

貸倒引当金繰入額 701 386

支払手数料 183,298 233,928

その他 413,037 388,450

販売費及び一般管理費合計 1,791,636 1,813,476

営業利益 1,662,282 1,808,828

営業外収益   

受取利息 41,592 30,982

受取配当金 7,497 7,858

その他 22,358 21,364

営業外収益合計 71,448 60,204

営業外費用   

支払利息 31,448 35,060

その他 194 118

営業外費用合計 31,643 35,178

経常利益 1,702,087 1,833,854

特別利益   

貸倒引当金戻入額 152 445

固定資産売却益 － 54

受取補償金 － 29,874

特別利益合計 152 30,374

特別損失   

固定資産処分損 12,821 27,891

物流拠点移転・閉鎖損失 11,154 8,029

投資有価証券評価損 221,138 －

割増退職金 8,929 －

特別損失合計 254,043 35,920

税金等調整前四半期純利益 1,448,197 1,828,308

法人税、住民税及び事業税 653,676 738,621

法人税等調整額 14,720 18,341

法人税等合計 668,397 756,963

四半期純利益 779,799 1,071,344
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 1,448,197 1,828,308

減価償却費 320,842 392,497

貸倒引当金の増減額（△は減少） 548 △378

賞与引当金の増減額（△は減少） △84,531 △87,712

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,126 39,331

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,620 △61,787

受取利息及び受取配当金 △49,089 △38,840

支払利息 31,448 35,060

投資有価証券評価損益（△は益） 221,138 －

固定資産処分損益（△は益） 12,821 27,836

売上債権の増減額（△は増加） △1,147,921 △1,733,223

たな卸資産の増減額（△は増加） △758 112,884

仕入債務の増減額（△は減少） 525,541 1,223,252

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,056 46,859

その他 311,444 20,485

小計 1,568,118 1,804,575

利息及び配当金の受取額 28,031 10,856

利息の支払額 △32,864 △36,196

法人税等の支払額 △772,151 △525,238

営業活動によるキャッシュ・フロー 791,134 1,253,997

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 △19,928 △74,922

有形固定資産の売却による収入 775 793

無形固定資産の取得による支出 △90,611 △92,249

投資有価証券の取得による支出 △21,476 △184

差入保証金の差入による支出 △192,001 △181,666

差入保証金の回収による収入 5,042 41,195

その他 △4,666 △16,763

投資活動によるキャッシュ・フロー △322,866 △323,798

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） 500,000 －

長期借入金の返済による支出 △472,500 △422,500

配当金の支払額 △205,999 △204,798

自己株式の取得による支出 － △40

その他 △3,047 △92,392

財務活動によるキャッシュ・フロー △181,547 △719,730

現金及び現金同等物に係る換算差額 △252 △83

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 286,468 210,384

現金及び現金同等物の期首残高 2,252,294 1,911,674

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,538,762 2,122,059
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 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、サービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要なサービス 

  

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31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、該当事項はありません。 

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

海外営業収益は、連結営業収益の10％未満であるため、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。 

  

（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〕

  

ロジスティク
ス・ソリュー
ション事業 
（千円） 

国際物流事業
（千円） 

国内一般物流
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  13,012,572  819,318  15,015,207  28,847,098 －  28,847,098

(2）セグメント間の内部営業収

益又は振替高 
 2,709,783 －  594,925  3,304,709 (3,304,709) － 

計  15,722,355  819,318  15,610,133  32,151,807 (3,304,709)  28,847,098

営業利益  1,422,246  113,446  1,144,882  2,680,574 (1,018,292)  1,662,282

  

ロジスティク
ス・ソリュー
ション事業 
（千円） 

国際物流事業
（千円） 

国内一般物流
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  13,057,592  893,311  14,537,340  28,488,245 －  28,488,245

(2）セグメント間の内部営業収

益又は振替高 
 2,664,710 －  613,782  3,278,492 (3,278,492) － 

計  15,722,302  893,311  15,151,123  31,766,737 (3,278,492)  28,488,245

営業利益  1,528,704  124,440  1,282,782  2,935,927 (1,127,098)  1,808,828

事業区分 主要サービス 

ロジスティクス・ソリューション事業 ３ＰＬ、宅配・設置等の改善提案型物流業 

国際物流事業 国際運送業、商品販売業 

国内一般物流事業 国内運送業、商品販売業、不動産賃貸業、流通加工業等 

〔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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