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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 24,419 △8.5 2,012 △16.0 1,836 △17.8 1,061 △17.2

21年3月期第3四半期 26,690 ― 2,396 ― 2,235 ― 1,282 ―

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 34.99 ―

21年3月期第3四半期 42.25 ―

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 73,927 32,922 44.3 1,080.08
21年3月期 72,976 31,048 42.4 1,018.59

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  32,778百万円 21年3月期  30,912百万円

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
22年3月期 ― 7.00 ―

22年3月期 
（予想）

7.00 14.00

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  
 

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 32,400 △7.1 2,600 △13.4 2,400 △14.3 1,350 △15.3 44.48



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） 

(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 

上記に記載した予想値は、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。 
なお、上記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参照してください。 

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 30,360,000株 21年3月期  30,360,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  11,792株 21年3月期  11,722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 30,348,210株 21年3月期第3四半期 30,348,330株



  当第３四半期連結累計期間（平成21年4月1日～平成21年12月31日）におけるわが国経済は、企業収益の大幅な減少

が続くとともに失業率が高水準にあるなど、厳しい状況で推移しました。 

 倉庫物流業界では入庫高及び保管残高とも前年同期を下回り、また不動産業界ではオフィス空室率が増加傾向を辿

るなど、当社グループの事業環境も明るさの見えない状況となりました。 

 このような環境のなかで当社グループは、物流事業部門ではお客様の物流アウトソーシングニーズを積極的に開拓

する営業を展開し収益増加に努め、不動産事業部門では既存施設の高稼働率維持に努めました。 

 当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績は、以下に記載の通り物流事業部門および不動産事業部門

ともに前年同期比で減収減益となり、営業収益は前年同期比2,270百万円減（8.5%減）の24,419百万円、営業利益は

前年同期比384百万円減（16.0%減）の2,012百万円、経常利益は前年同期比398百万円減（17.8%減）の1,836百万円、

四半期純利益は前年同期比220百万円減（17.2%減）の1,061百万円となりました。 

 物流事業部門では、前連結会計年度に稼働を開始した加須第二営業所（埼玉県）、大阪営業所（大阪府）及び新山

下営業所（神奈川県）が収益増加に寄与しました。一方で景気の回復が遅れるなかで既存のお客様の取扱が減少し、

国際貨物取扱料や陸運料を中心に減収を余儀なくされました。その結果、セグメントの営業収益は前年同期比2,090

百万円減（9.4%減）の20,218百万円、営業利益は前年同期比362百万円減（16.6%減）の1,820百万円となりました。 

 不動産事業部門では、一部テナントの退居による賃貸施設の空室解消に時間を要し賃貸料収益が前年同期に比べ減

少するとともに、工事受注に係わる収益が減少しました。その結果、セグメントの営業収益は前年同期比186百万円

減（4.0%減）の4,461百万円、営業利益は前年同期比91百万円減（5.2%減）の1,662百万円となりました。 

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

   当第３四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の減少があったものの投資有価証券の時価評価が増加

  したことにより前連結会計年度末に比べ950百万円増の73,927百万円となりました。 

   負債については、投資有価証券の時価評価増に伴う繰延税金負債の増加があったものの、長期借入金や未払法

  人税等の減少により前連結会計年度末に比べ922百万円減の41,005百万円となりました。 

   純資産については、利益剰余金及びその他有価証券評価差額金の増加により前連結会計年度末に比べ1,873百 

  万円増の32,922百万円となりました。以上の結果により自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ1.9％増の 

  44.3％となりました。 

  

（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739百万円減の2,746百万円となりました。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   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や減価償却費の資金留保等により2,573百 

  万円の資金増加となりました。 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得により、1,985百万円の資金支出となりまし 

  た。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の減少により、1,326百万円の資金支出となりました。  

  

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



  

  最近の業績動向を踏まえ、通期業績予想を以下の通り修正いたします。 

  

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)  

  

 国内景気の停滞と物流量の落ち込みのなか、主柱顧客の取扱量が全般的に減少しております。また、今後の見通し

につきましても、輸出入貨物の荷動き等に一部回復の動きは見られるものの当初計画で見込んだ取扱は下回る状況で

す。こうした影響を受け、営業収益は前回（平成21年11月５日）発表予想を下回る見込みです。営業利益、経常利益

および当期純利益については、コスト削減に努めるものの営業収益の減少による影響は補えず、いずれも前回発表予

想を下回る見込みです。 

  

  （ご参考）  

平成22年3月期通期個別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) 

         

 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出する方法によ

っております。 

  

 該当事項はありません。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

   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  

  

前回発表予想(A) 

     百万円 

     35,000 

     百万円

      3,100 

     百万円

          2,900 

     百万円

          1,600 

     円 銭

       52  72 

今回発表予想(B)       32,400           2,600           2,400           1,350        44  48 

増減額(B-A)         △2,600           △500           △500           △250            - 

増減率(%)       △7.4          △16.1          △17.2          △15.6            - 

(ご参考)前期実績 

(平成21年３月期) 
         34,879           3,002           2,800           1,594        52  53 

   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  

  

前回発表予想(A) 

     百万円 

         27,500 

     百万円

          2,000 

     百万円

          2,100 

     百万円 

          1,300 

     円 銭

       42  84 

今回発表予想(B)            25,400           1,650           1,850           1,150        37  89 

増減額(B-A)        △2,100         △350        △250           △150            - 

増減率(%)        △7.6        △17.5        △11.9          △11.5            - 

(ご参考)前期実績 

(平成21年３月期) 
         27,228           1,830           1,971           1,290        42  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）

（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



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 2,756 3,495

受取手形及び営業未収金 4,148 4,050

繰延税金資産 190 332

その他 251 257

貸倒引当金 △8 △8

流動資産合計 7,338 8,128

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 32,592 33,310

機械装置及び運搬具（純額） 752 860

工具、器具及び備品（純額） 544 601

土地 18,469 17,998

建設仮勘定 － 0

有形固定資産合計 52,358 52,771

無形固定資産   

借地権 737 737

その他 791 1,000

無形固定資産合計 1,529 1,738

投資その他の資産   

投資有価証券 10,696 8,207

繰延税金資産 465 490

その他 1,587 1,688

貸倒引当金 △49 △48

投資その他の資産合計 12,700 10,338

固定資産合計 66,588 64,847

資産合計 73,927 72,976

負債の部   

流動負債   

営業未払金 1,903 1,988

短期借入金 4,975 4,575

1年内返済予定の長期借入金 7,154 6,834

未払法人税等 175 549

未払費用 529 744

その他 1,030 1,075

流動負債合計 15,768 15,768

固定負債   

長期借入金 16,014 17,631

繰延税金負債 2,915 2,072



（単位：百万円）

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) 

退職給付引当金 1,591 1,675

長期預り敷金保証金 4,244 4,259

その他 470 520

固定負債合計 25,236 26,159

負債合計 41,005 41,928

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,602 3,602

資本剰余金 2,790 2,790

利益剰余金 22,049 21,412

自己株式 △5 △5

株主資本合計 28,436 27,799

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,356 3,126

為替換算調整勘定 △14 △14

評価・換算差額等合計 4,341 3,112

少数株主持分 143 135

純資産合計 32,922 31,048

負債純資産合計 73,927 72,976



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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   

保管料 4,433 4,424

倉庫作業料 4,016 3,783

陸運料 6,693 6,144

国際貨物取扱料 4,460 3,494

物流賃貸料 1,229 1,187

不動産賃貸料 3,722 3,565

その他 2,134 1,819

営業収益 26,690 24,419

営業原価   

作業費 11,108 9,779

人件費 4,219 4,107

賃借料 1,367 1,263

租税公課 565 640

減価償却費 1,787 1,841

その他 3,152 2,740

営業原価 22,201 20,372

営業総利益 4,488 4,046

販売費及び一般管理費   

報酬及び給料手当 876 986

福利厚生費 100 113

退職給付費用 33 37

役員退職慰労引当金繰入額 14 －

減価償却費 232 235

支払手数料 229 258

租税公課 156 58

その他 447 345

販売費及び一般管理費合計 2,091 2,034

営業利益 2,396 2,012

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 119 113

雑収入 65 46

営業外収益合計 186 160

営業外費用   

支払利息 344 333

雑支出 3 2

営業外費用合計 348 336

経常利益 2,235 1,836



（単位：百万円）

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) 

特別利益   

固定資産売却益 1 0

退職給付制度改定益 － 61

特別利益合計 1 62

特別損失   

固定資産売却損 0 －

固定資産廃棄損 16 17

投資有価証券評価損 36 16

貸倒引当金繰入額 － 1

特別損失合計 53 35

税金等調整前四半期純利益 2,183 1,863

法人税、住民税及び事業税 640 608

法人税等調整額 250 184

法人税等合計 891 793

少数株主利益 10 8

四半期純利益 1,282 1,061



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 2,183 1,863

減価償却費 2,020 2,077

貸倒引当金の増減額（△は減少） △49 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △105 △83

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △349 －

受取利息及び受取配当金 △121 △114

支払利息 344 333

固定資産売却損益（△は益） △1 △0

固定資産廃棄損 16 17

投資有価証券評価損益（△は益） 36 16

売上債権の増減額（△は増加） 17 △98

仕入債務の増減額（△は減少） △45 △84

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 0 △15

その他 442 △152

小計 4,391 3,758

利息及び配当金の受取額 121 114

利息の支払額 △331 △326

法人税等の支払額 △1,033 △973

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,147 2,573

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 △3,078 △1,465

有形固定資産の売却による収入 2 0

無形固定資産の取得による支出 △43 △46

投資有価証券の取得による支出 △412 △450

その他 39 △23

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,493 △1,985

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 1,998 1,990

短期借入金の返済による支出 △1,485 △1,590

長期借入れによる収入 5,150 4,000

長期借入金の返済による支出 △4,897 △5,297

配当金の支払額 △423 △423

その他 △0 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー 341 △1,326

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9 △739

現金及び現金同等物の期首残高 2,611 3,485

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,602 2,746



 該当事項はありません。 

  

  

  

（注）１ 事業区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分に属する主要な役務収益の名称は次のとおりであります。 

(1) 物流事業 ………… 保管料、倉庫作業料、陸運料、国際貨物取扱料、物流賃貸料、その他 

(2) 不動産事業 ……… 不動産賃貸料、その他 

   

（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〕

  

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） 

物流事業
（百万円） 

不動産事業
（百万円） 

計（百万円）
消去又は全社 
（百万円） 

連結
(百万円) 

Ⅰ 営業収益及び営業損益           

営業収益                              

１．外部顧客に対する営業収益  22,298  4,391  26,690  －  26,690

２．セグメント間の内部 

営業収益又は振替高 
 10  255  266  (266)  －

計  22,308  4,647  26,956  (266)  26,690

営業利益  2,182  1,754  3,937  (1,540)  2,396

  

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） 

物流事業
（百万円） 

不動産事業
（百万円） 

計（百万円）
消去又は全社 
（百万円） 

連結
(百万円) 

Ⅰ 営業収益及び営業損益           

営業収益                              

１．外部顧客に対する営業収益  20,209  4,209  24,419  －  24,419

２．セグメント間の内部 

営業収益又は振替高 
 8  251  259  (259)  －

計  20,218  4,461  24,679  (259)  24,419

営業利益  1,820  1,662  3,483  (1,470)  2,012



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％未満であるため、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。 

  

〔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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