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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）

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 25,972 △11.0 680 187.2 662 111.6 264 23.7
21年3月期第3四半期 29,182 ― 237 ― 313 ― 213 ―

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 21.90 ―

21年3月期第3四半期 17.71 ―

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 38,959 20,595 51.7 1,669.01
21年3月期 38,231 20,384 52.6 1,665.07

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  20,142百万円 21年3月期  20,095百万円

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  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 34,600 △8.9 800 241.5 770 95.7 320 66.5 26.52



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）  有  

(注)詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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、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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当っての注意事項等については３
ページ【定性的情報・財務諸表等】の「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

新規 1社 （社名 広州広汽豊通物流器材有限公司 ） 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3月期第3四半期 12,070,000株 21年3月期  12,070,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,399株 21年3月期  1,399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 12,068,601株 21年3月期第3四半期 12,068,601株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、前期後半以降の世界的な景気後退に対応した企業の急激な生産・

在庫調整の反動や新興国での需要回復により、一部で景気の底打ちや回復の兆しが見られたものの、デフレの進行や雇用

環境の悪化等依然として先行き不透明な厳しい状況が続いております。 

また、当社グループと関係の深い自動車業界では、国内ではエコカー減税等の影響もあり一部で低燃費ハイブリッド

車需要の急増による生産の回復がみられるものの、依然として生産、販売とも本格的な回復には至らず推移しました。海

外においては中国では過去 高の販売台数を記録する一方、米国市場では引き続き厳しい状況が続いております。 

このような環境の中で当社グループは、多角経営によるリスク分散を軸に、徹底した原価削減、非自動車分野での収

益改善等を強力に推進してまいりました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は25,972百万円（前年同期比11.0％減収）となりましたが、営業利益は

新規事業所の収益改善の進展等により680百万円（前年同期比187.2％増益）となり、経常利益は持分法による投資利益の

減少や円高による為替差損の計上がありましたが、営業利益の増加により662百万円（前年同期比111.6％増益）となりま

した。また、四半期純利益は５月に閉鎖いたしました東三河営業所の減損損失を計上しましたが、経常利益の増加により

264百万円（前年同期比23.7％増益）となりました。 

なお、主なセグメント別の売上高（セグメント間の内部売上を含む）、営業利益の状況は次のとおりであります。 

① 物流サービス事業 

物流サービス事業は、世界的自動車産業の低迷が続く中、中国天津及び広州の子会社の順調な拡大や、低燃費ハイブ

リッド車需要等国内でも一部受注が回復してきておりますが、自動車生産は本格的な回復には至らず、全体的には国内外

とも受注が低迷した影響から売上高は16,010百万円（前年同期比11.7％減収）となりました。 

一方、営業利益は、新規事業所の収益改善の進展や徹底した原価削減の推進により、1,033百万円（前年同期比252.1％増

益）となりました 

② 自動車サービス事業 

自動車サービス事業は、アフタマーケット市場が低迷し個人消費が一段と冷え込む中、自動車販売、カー用品販売が

低調に推移したことや顧客の新規自動車リースへの切替控えの影響等により、売上高は8,805百万円（前年同期比6.0％減

収）となりました。営業利益は、前期後半からのリースアップ車両売却単価の大幅な下落の影響が続き、227百万円（前

年同期比63.7％減益）となりました。 

③ その他の事業 

その他の事業は、人材サービス事業において収益基盤の改善を図るため事業構造を大きく転換し、製造業への派遣縮

小を進めたこと等により、売上高は1,466百万円（前年同期比31.5％減収）となりました。一方、営業利益は、人材サー

ビス事業の事業構造転換が順調に推移したことにより、127百万円（前年同期比166.8％増益）となりました。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期末における総資産は、38,959百万円となり、前連結会計年度末に比較して728百万円の増加となりまし

た。その主な要因は、有利子負債の返済等により現預金が441百万円減少しましたが、リース投資資産が1,034百万円増加

したこと等により流動資産が194百万円増加したことと、中国広州での孫会社取得による建物及び構築物の増加や、中国

天津での新規倉庫建設にかかる建設仮勘定の増加等により固定資産が534百万円増加したことによるものであります。負

債合計は、18,364百万円となり、前連結会計年度末に比較して517百万円の増加となりました。その主な要因は、有利子

負債が返済により562百万円減少しましたが、リース車両の割賦購入代金の増加により長期未払金が724百万円増加したこ

と等によるものであります。純資産につきましては、20,595百万円となり、前連結会計年度末に比較して210百万円の増

加となりました。その主な要因は、その他有価証券評価差額金が109百万円増加したことと、少数株主持分が163百万円増

加したこと等によるものであります。  

② 四半期の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因 

当第３四半期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較して441百万円の減

少の4,585百万円となりました。その主な要因は、営業活動によるキャッシュ・フローで得た資金1,564百万円を、投資活

動によるキャッシュ・フローで、有形固定資産の取得や貸付による支出等により1,050百万円支出し、財務活動によるキ

ャッシュ・フローで、短期借入金の返済等により888百万円支出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



  

今後の見通しにつきましては、中国市場の回復、低燃費ハイブリッド車市場の拡大等、回復基調の分野もあります

が、依然として、世界的な市場低迷は続き、景気回復には時間がかかると思われます。 

このような環境の中で第３四半期連結累計期間の当社グループの業績につきましては、売上高は事業別にまだら模様

ではありますが、平成21年11月５日に発表いたしました予想と比較して微増収で推移いたしました。一方利益面におきま

しては、売上高の増収に加え、前期よりグループ全体で展開してまいりました原価削減による効果が業績に寄与したこと

から、平成21年11月５日に発表した業績予想に比較して上ブレして推移しました。尚、第４四半期以降につきましては、

二番底の懸念等、未だ不透明ではありますが、第３四半期累計期間の状況から平成21年11月５日に発表した業績予想を下

記のとおり変更いたします。 

  

(1)連結業績予想 

 通期（平成21年４月1日～平成22年３月31日） 

  

 (2)個別業績予想 

  通期（平成21年４月1日～平成22年３月31日） 

  

当社中国子会社の広州広汽木村進和倉庫有限公司が、平成21年３月23日付で広州広汽豊通物流器材有限公司を子

会社化したことにより、第１四半期連結会計期間より、同社（広州広汽豊通物流器材有限公司）を当社の連結子

会社の範囲に含めることといたしました。 

  

（簡便な会計処理）  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められ

るため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して算定しております。 

②棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。また、棚卸資産の簿価切下げに関しては収益性の低下

が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

  単位 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 

前回発表予想（Ａ） 百万円 34,210 700 600 250 20円71銭

今回修正予想（Ｂ） 百万円 34,600 800 770 320 26円52銭

増減額（Ｂ－Ａ） 百万円 390 100 170 70 5円80銭

増減率 ％ 1.1 14.3 28.3 28.0 －

（ご参考） 

前期(平成21年3月期)実績
百万円 37,969 234 393 192 15円92銭

  単位 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 

前回発表予想（Ａ） 百万円 32,430 500 550 270 22円37銭

今回修正予想（Ｂ） 百万円 32,870 640 700 340 28円17銭

増減額（Ｂ－Ａ） 百万円 440 140 150 70 5円80銭

増減率 ％ 1.4 28.0 27.3 25.9 －

（ご参考） 

前期(平成21年3月期)実績
百万円 35,077 123 226 78 6円50銭

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法人税等の算定方法 

 法人税等の納付税額につきましては、重要な加減算項目を調整し、見積実効税率を乗じて簡便的に算出してお

ります。  

  

（工事契約に関する会計基準の適用） 

 第１四半期連結会計期間より、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及

び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用してお

ります。なお、当該会計基準の適用による影響は軽微であります。  

  

（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



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 4,985,981 5,427,483

受取手形及び売掛金 3,984,700 4,095,988

リース投資資産 5,441,796 4,407,394

商品及び製品 132,954 155,517

仕掛品 47,402 12,777

原材料及び貯蔵品 150,541 152,091

繰延税金資産 257,346 257,346

その他 792,908 1,091,176

貸倒引当金 △9,500 △9,700

流動資産合計 15,784,131 15,590,075

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,274,748 7,060,216

機械装置及び運搬具（純額） 420,852 477,159

貸与資産（純額） 654,368 778,243

土地 6,196,538 6,196,589

建設仮勘定 1,249,685 897,435

その他（純額） 440,790 455,427

有形固定資産合計 16,236,984 15,865,072

無形固定資産   

のれん 13,947 16,865

その他 728,978 652,480

無形固定資産合計 742,925 669,345

投資その他の資産   

投資有価証券 2,674,365 2,454,845

繰延税金資産 666,768 700,811

その他 2,865,501 2,958,376

貸倒引当金 △10,875 △7,263

投資その他の資産合計 6,195,760 6,106,769

固定資産合計 23,175,670 22,641,187

資産合計 38,959,802 38,231,262



（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   

買掛金 680,401 675,887

短期借入金 976,591 2,338,899

1年内返済予定の長期借入金 1,800,000 1,000,000

未払費用 1,693,847 1,754,818

未払法人税等 251,726 14,724

賞与引当金 143,883 442,919

役員賞与引当金 22,500 －

その他 2,404,302 1,953,469

流動負債合計 7,973,252 8,180,718

固定負債   

社債 1,000,000 －

長期借入金 1,000,000 2,000,000

長期未払金 5,376,594 4,652,512

退職給付引当金 1,782,498 1,790,585

再評価に係る繰延税金負債 1,133,876 1,133,876

その他 97,971 88,702

固定負債合計 10,390,941 9,665,677

負債合計 18,364,193 17,846,396

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,580,350 3,580,350

資本剰余金 3,420,139 3,420,139

利益剰余金 12,831,886 12,808,839

自己株式 △1,186 △1,186

株主資本合計 19,831,189 19,808,143

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 425,082 315,511

土地再評価差額金 105,585 105,585

為替換算調整勘定 △219,173 △134,065

評価・換算差額等合計 311,495 287,032

少数株主持分 452,923 289,689

純資産合計 20,595,608 20,384,865

負債純資産合計 38,959,802 38,231,262



（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) 

売上高 29,182,860 25,972,517

売上原価 25,388,831 22,066,602

売上総利益 3,794,029 3,905,915

販売費及び一般管理費 3,556,907 3,224,999

営業利益 237,121 680,915

営業外収益   

受取利息 － 2,137

受取配当金 － 26,545

受取利息及び配当金 45,547 －

持分法による投資利益 179,272 66,130

その他 34,767 31,861

営業外収益合計 259,587 126,675

営業外費用   

支払利息 48,563 75,923

為替差損 127,314 55,165

その他 7,796 14,099

営業外費用合計 183,675 145,187

経常利益 313,033 662,402

特別利益   

固定資産売却益 1,994 1,269

投資有価証券売却益 7,400 －

特別利益合計 9,394 1,269

特別損失   

固定資産除売却損 16,635 70,981

投資有価証券評価損 810 －

減損損失 － 91,821

その他 461 6,600

特別損失合計 17,907 169,402

税金等調整前四半期純利益 304,520 494,269

法人税、住民税及び事業税 74,680 260,673

法人税等調整額 － △37,626

法人税等合計 74,680 223,047

少数株主利益 16,052 6,803

四半期純利益 213,788 264,418



（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 304,520 494,269

減価償却費 1,131,761 756,706

減損損失 － 91,821

のれん償却額 30,543 3,298

持分法による投資損益（△は益） △179,272 △66,130

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,097 3,411

賞与引当金の増減額（△は減少） △369,336 △299,160

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,000 22,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） △223,231 △8,087

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,050 －

受取利息及び受取配当金 △45,785 △28,823

支払利息 123,533 190,154

為替差損益（△は益） 81,833 38,296

有形固定資産売却損益（△は益） △169,829 △68,511

有形固定資産除却損 16,635 70,345

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △7,400 －

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 6,934 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,327,806 100,420

たな卸資産の増減額（△は増加） △189,226 △11,418

リース投資資産の増減額（△は増加） △2,558,618 △1,123,292

その他の流動資産の増減額（△は増加） △429,188 93,141

仕入債務の増減額（△は減少） △142,804 3,789

その他の流動負債の増減額（△は減少） 335,311 616,092

長期未払金の増減額（△は減少） 2,035,464 724,081

小計 1,060,698 1,602,906

利息及び配当金の受取額 95,718 105,901

利息の支払額 △125,462 △186,163

法人税等の支払額 △232,496 42,212

営業活動によるキャッシュ・フロー 798,457 1,564,858

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 △1,677,808 △715,982

有形固定資産の売却による収入 351,864 118,917

投資有価証券の取得による支出 △1,088 △1,116

投資有価証券の売却による収入 15,000 －

投資その他の資産の増減額（△は増加） △328,795 14,799

貸付けによる支出 － △466,809

貸付金の回収による収入 324 90

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,640,503 △1,050,101



（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) 

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 2,110,324 596,520

短期借入金の返済による支出 △1,075,700 △2,155,978

長期借入れによる収入 1,000,000 －

長期借入金の返済による支出 － △274,988

社債の発行による収入 － 1,000,000

配当金の支払額 △251,538 △240,169

少数株主からの払込みによる収入 56,489 185,663

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,839,574 △888,952

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,791 △67,306

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 983,737 △441,501

現金及び現金同等物の期首残高 2,663,003 5,027,483

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,646,740 4,585,981



 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） 

    

  

  

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）  

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、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）  

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。  

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）  

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、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〕

  
物流サービ
ス事業 
（千円） 

自動車サー
ビス事業 
（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） 

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高 18,131,951 9,318,120 1,732,788 29,182,860 － 29,182,860 

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
313 52,401 408,434 461,149 △461,149 －

計 18,132,264 9,370,521 2,141,223 29,644,010 △461,149 29,182,860 

営業利益 293,515 626,259 47,653 967,428 △730,307 237,121 

  
物流サービ
ス事業 
（千円） 

自動車サー
ビス事業 
（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） 

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高 16,010,146 8,769,406 1,192,965 25,972,517 － 25,972,517 

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 36,537 273,508 310,046 △310,046 －

計 16,010,146 8,805,944 1,466,474 26,282,564 △310,046 25,972,517 

営業利益 1,033,582 227,426 127,127 1,388,135 △707,220 680,915 

〔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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