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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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3四半期 7,558 △6.6 542 16.5 589 16.3 344 23.7
21年3月期第3四半期 8,092 ― 465 ― 506 ― 278 ―

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 62.80 ―

21年3月期第3四半期 50.76 ―

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 17,072 13,232 77.5 2,412.05
21年3月期 16,794 12,968 77.2 2,363.90

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  13,232百万円 21年3月期  12,968百万円

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 ― 7.50 ― 12.50 20.00
22年3月期 ― 7.50 ―

22年3月期 
（予想）

7.50 15.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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 9,875 △5.4 610 1.0 641 △1.8 377 9.8 68.73
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 5,749,000株 21年3月期  5,749,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  263,131株 21年3月期  263,131株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 5,485,869株 21年3月期第3四半期 5,485,940株

※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の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って大きく異なる結果と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
事項等につきましては、4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覧ください。 
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当第３四半期累計期間のわが国経済は、外需が回復基調にあり、緩やかに持ち直しておりますが、経済対策の息

切れも予想されるなど、自立的回復には依然として、厳しい状況下にあります。 

当貨物自動車運送業界におきましても、２年連続マイナス成長の影響で、国内輸送量の減少傾向が続き、規制緩

和（平成２年）以来、初めて事業者数・登録車両数が減少いたしました。 

このような状況下、当社は不況による物流需要が減少する中で、ロジスティクス・イノベーションを加速させる

と共に、事業成長分野に積極投資を行い、縮小事業からの転換、吸収を実施し、利益の拡大を目指しました。 

さらに、輸送品質の向上を図るため、『見た目で解る物流』を推進いたしました。また、持続的成長を推し進め

るため、３ＰＬ事業（物流の一括受注）の一環として、仮称北陸物流センター（富山県）を設置すべく準備に入り

ました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は 千円（前年同期比6.6％減）、営業利益は成長分野への

積極投資による人件費・減価償却費の増加がありましたものの、燃料費はシステム管理による省エネ運行の実践や

値下げ効果もあり、加えて諸経費の削減により、 千円（前年同期比16.5％増）、経常利益は 千円

（前年同期比16.3％増）となり、四半期純利益は 千円（前年同期比23.7％増）となりました。 

  

 当第３四半期累計期間の事業別売上高の概況につきましては、以下のとおりであります。 

（貨物自動車運送事業） 

①バルク輸送部門 

石油輸送は、景気低迷による需要減に加えて、温暖化ガス削減強化を受け、天然ガス等への転換や低燃費車の普

及で輸送量が減少し、減収となりました。化成品輸送につきましては、アジア向け輸送が回復基調にありますが、

国内需要が大幅に減少し、減収となりました。セメント輸送は、大型公共工事の終了と製造業等の設備投資抑制に

より、輸送量も低調となり減収となりました。 

以上から、同輸送部門は減車対応も合わせて実施いたしましたので、売上高は前年同期比29.0％減となりまし

た。 

②清涼飲料、びん・容器輸送部門 

びん・容器輸送は、漸減傾向が続き減収となりました。 

清涼飲料輸送は、新規荷主の獲得により、輸送担当地域がほぼ全国に拡大いたしましたので、同輸送は新設輸送

基地の設置や縮小傾向にあるバルク輸送業務の既存輸送基地に自社戦力を積極的に投入し、縮小業務からの転換も

同時に行い、複合輸送をより充実させると共に、高品質輸送の提供と自社収入の拡大で増収となりました。 

以上から、同輸送部門の売上高は、前年同期比5.6％増となりました。 

③その他輸送部門 

小型車が中心で、荷主が景気悪化の影響で事業縮小をいたしましたので減車し、減収となりました。 

以上から、同輸送部門の売上高は、前年同期比17.5％減となりました。 

この結果、関連部門の荷役作業収入を含め、当事業の売上高は 千円（前年同期比3.1％減）となりまし

た。 

（商品販売事業） 

当事業の主力販売品である石油製品は、引続き高価格帯製品が順調に販売できましたが、販売量が若干減少し、微

減となりました。 

セメント販売につきましては、公共事業の減少と民需による減少に加え、与信管理重視対応もあり、減収となりま

した。 

車両販売等は、景気低迷に伴って、高額の大型トラックの販売が不振となり、減収となりました。 

この結果、当事業の売上高は 千円（前年同期比17.2％減）となりました。 

（不動産賃貸事業） 

当社の提供する各種賃貸施設のうち、 自社施設は、西宮店舗（平成21年1月）、海老名施設（平成21年11月）の完

成により、増収となりました。借上施設につきましては、一部施設で解約がありましたので減収となりました。 

この結果、当事業の売上高は 千円（前年同期比1.5％増）となりました。 

（その他事業） 

自動車整備業は、前述のとおり、景気低迷の影響を受け、減車傾向が拡大しておりますので車検・整備が減少し、

減収となりました。 

保険代理業の手数料等につきましても、大口契約先の廃業により、減収となりました。 

この結果、当事業の売上高は 千円（前年同期比19.8％減）となりました。  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

7,558,054

542,675 589,143

344,532

4,942,905

1,795,103

762,484

57,560
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当第３四半期会計期間末の総資産は17,072,105千円となり、前事業年度末と比べ277,352千円増加いたしました。

この主な要因は、固定資産が296,685千円増加したこと等によるものであります。 

固定資産の主な増加要因は、海老名施設の建設工事等により有形固定資産が344,028千円増加した一方、投資有価

証券の時価評価差益等により50,114千円増加し、長期性預金の流動資産への振替で110,000千円減少したこと等によ

り投資その他の資産が53,469千円減少したことによるものであります。 

当第３四半期会計期間末の負債合計は3,839,922千円となり、前事業年度末と比べ13,213千円増加いたしました。

この主な要因は、固定負債が110,383千円増加した一方、流動負債が97,169千円減少したことによるものでありま

す。固定負債の主な増加要因は、繰延税金負債が19,895千円、賃貸施設の新規契約等に伴う長期預り保証金が

86,003千円それぞれ増加したこと等によるものであり、流動負債の主な減少要因は、営業未払金が78,523千円、未

払法人税等が59,496千円それぞれ減少したこと等によるものであります。 

当第３四半期会計期間末の純資産合計は13,232,182千円となり、前事業年度末と比べ264,138千円増加いたしまし

た。この主な要因は、利益剰余金が238,692千円、その他有価証券評価差額金が29,323千円それぞれ増加したことに

よるものであります。この結果、自己資本比率は77.5％となりました。 

(キャッシュ・フローの状況) 

当第３四半期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、前事業年度末に比べ113,157

千円減少の2,981,408千円となりました。 

当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期累計期間において、営業活動の結果得られた資金は858,194千円となりました。主な増加要因は、税

引前四半期純利益592,512千円、減価償却費453,079千円、その他の負債の増加額193,631千円等であり、主な減少要

因は、仕入債務の減少額109,563千円、法人税等の支払額295,494千円等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） 

当第３四半期累計期間において、投資活動の結果支出した資金は861,633千円となりました。主な増加要因は、定

期預金の払戻による収入300,000千円、有形固定資産の売却による収入17,372千円等であり、主な減少要因は、定期

預金の預入による支出400,000千円、有形固定資産の取得による支出734,111千円、無形固定資産の取得による支出

44,360千円等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） 

当第３四半期累計期間において、財務活動の結果支出した資金は109,717千円となりました。これは、配当金の支

払額によるものであります。 

  

  

当第３四半期累計期間の業績は、概ね期初の計画どおりに推移していることから、平成21年５月12日に公表いた

しました通期の業績予想から修正は行っておりません。   

  

固定資産の減価償却費の算定方法は、定率法を採用している資産について、事業年度に係る減価償却費の額を

期間按分して算出する方法によっております。  

  

該当事項はありません。 

  

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,491,408 3,394,565

受取手形 6,277 46,839

営業未収入金 920,151 1,016,767

原材料及び貯蔵品 24,024 18,719

その他 134,845 119,600

貸倒引当金 △3,085 △3,538

流動資産合計 4,573,620 4,592,953

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,991,702 2,318,910

車両運搬具（純額） 496,578 485,254

土地 7,024,936 7,032,353

建設仮勘定 81,262 461,438

その他（純額） 365,755 318,249

有形固定資産合計 10,960,235 10,616,206

無形固定資産 182,367 176,241

投資その他の資産   

投資有価証券 904,209 854,095

その他 451,677 555,262

貸倒引当金 △5 △6

投資その他の資産合計 1,355,882 1,409,351

固定資産合計 12,498,485 12,201,799

資産合計 17,072,105 16,794,753

負債の部   

流動負債   

支払手形 8,828 39,868

営業未払金 516,074 594,597

未払金 130,533 45,486

未払費用 191,834 161,782

未払法人税等 104,176 163,673

引当金 46,772 101,763

その他 142,611 130,828

流動負債合計 1,140,831 1,238,000

固定負債   

繰延税金負債 1,282,567 1,262,671

再評価に係る繰延税金負債 149,035 151,652

引当金 79,710 97,295

長期前受金 67,353 42,666
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

長期預り保証金 1,120,424 1,034,421

固定負債合計 2,699,091 2,588,708

負債合計 3,839,922 3,826,709

純資産の部   

株主資本   

資本金 553,031 553,031

資本剰余金 527,722 527,722

利益剰余金 12,667,932 12,429,239

自己株式 △194,894 △194,894

株主資本合計 13,553,792 13,315,099

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 133,249 103,925

土地再評価差額金 △454,859 △450,981

評価・換算差額等合計 △321,609 △347,055

純資産合計 13,232,182 12,968,044

負債純資産合計 17,072,105 16,794,753
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 8,092,348 7,558,054

売上原価 7,344,479 6,732,060

売上総利益 747,868 825,994

割賦販売未実現利益戻入額 9,546 4,098

割賦販売未実現利益繰入額 4,317 2,741

差引売上総利益 753,097 827,350

販売費及び一般管理費 287,413 284,675

営業利益 465,684 542,675

営業外収益   

受取利息 7,075 2,576

受取配当金 23,275 18,926

車両賃貸料 － 10,022

その他 14,117 18,558

営業外収益合計 44,468 50,084

営業外費用   

支払利息 3,430 3,615

その他 3 1

営業外費用合計 3,433 3,616

経常利益 506,719 589,143

特別利益   

固定資産売却益 67 5,477

貸倒引当金戻入額 － 453

特別利益合計 67 5,930

特別損失   

固定資産売却損 － 2,413

固定資産除却損 1,175 146

減損損失 16,806 －

投資有価証券評価損 7,075 －

特別損失合計 25,057 2,560

税引前四半期純利益 481,729 592,512

法人税、住民税及び事業税 190,333 235,555

法人税等調整額 12,930 12,424

法人税等合計 203,264 247,980

四半期純利益 278,464 344,532
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 481,729 592,512

減価償却費 353,435 453,079

減損損失 16,806 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,443 △453

その他の引当金の増減額（△は減少） △42,461 △72,576

受取利息及び受取配当金 △30,351 △21,502

支払利息 3,430 3,615

投資有価証券評価損益（△は益） 7,075 －

有形固定資産売却損益（△は益） △67 △3,063

有形固定資産除却損 1,175 146

売上債権の増減額（△は増加） △120,188 137,178

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,636 △5,305

仕入債務の増減額（△は減少） 157,894 △109,563

その他の資産の増減額（△は増加） 21,410 △32,021

その他の負債の増減額（△は減少） 77,747 193,631

小計 916,829 1,135,679

利息及び配当金の受取額 30,365 21,624

利息の支払額 △3,430 △3,615

法人税等の支払額 △212,078 △295,494

営業活動によるキャッシュ・フロー 731,686 858,194

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 △10,000 △400,000

定期預金の払戻による収入 － 300,000

有形固定資産の取得による支出 △472,143 △734,111

有形固定資産の売却による収入 1,007 17,372

無形固定資産の取得による支出 △125,632 △44,360

投資有価証券の取得による支出 △64,829 △995

貸付けによる支出 △2,764 △2,480

貸付金の回収による収入 3,114 2,942

投資活動によるキャッシュ・フロー △671,247 △861,633

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △113 －

自己株式の売却による収入 14 －

配当金の支払額 △82,289 △109,717

財務活動によるキャッシュ・フロー △82,388 △109,717

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △21,949 △113,157

現金及び現金同等物の期首残高 3,282,444 3,094,565

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,260,494 2,981,408
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 該当事項はありません。 

  

 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）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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