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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 39,812 △4.8 2,589 3.5 1,636 4.8 693 21.0
21年3月期第3四半期 41,800 ― 2,502 ― 1,560 ― 573 ―

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 6.52 ―
21年3月期第3四半期 5.34 ―

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 90,056 20,270 20.6 174.16
21年3月期 90,101 19,578 20.0 169.29

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  18,513百万円 21年3月期  17,996百万円

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 ― ― ― 2.50 2.50
22年3月期 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
2.50 2.50

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   

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 54,000 △1.5 3,500 4.8 2,200 5.3 880 96.7 8.28
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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） 

(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、
実際の業績等はさまざまな要因により異なる可能性があります。業績予想の前提となる事項については、3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 113,441,816株 21年3月期  113,441,816株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  7,143,892株 21年3月期  7,135,510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 106,300,356株 21年3月期第3四半期 107,375,362株
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当第３四半期連結累計期間の経営成績は、景気低迷の影響を受けて売上高は398億12百万円（前年同
期比4.8％減）となりましたが、営業利益は物流部門が堅調に推移したこと等から25億89百万円（同
3.5％増）となり、経常利益も16億36百万円（同4.8％増）となりました。四半期純利益は昨年計上した
投資有価証券評価損や販売用不動産評価損等がなくなり６億93百万円（同21.0％増）となりました。 
  

①物流部門  
物流部門では、一部に復調の兆しはあるものの全般的に荷動きが低調であったことから、売上高は

134億58百万円（前年同期比6.9％減）となりましたが、営業利益は効率的な作業の推進と採算性を重
視した配送に努めた結果17億61百万円（同5.7％増）となりました。 

②食品部門  
食品部門では、量販店向けの精米販売が好調に推移し59千玄米トン（同5.2％増）となりました

が、一般小売店や他卸売業者向けの玄米販売は引続き当用買いの影響を受けて20千玄米トン（前年同
期比21.7％減）となり、総販売数量は80千玄米トン（同3.4％減）となりました。この結果売上高は
218億53百万円（前年同期比1.5％減）となりました。営業利益は玄米販売の減少と精米販売の利ざや
縮小により41百万円（前年同期は5百万円の損失）にとどまりました。 

③情報部門  
情報部門では、大型のシステム開発案件の減少や延期等の影響により、売上高は12億66百万円（前

年同期比14.0％減）となり、営業利益は45百万円（同67.7％減）となりました。 

④不動産部門 

不動産部門では、厳しい環境の中で引続き高水準な稼働率を維持し、売上高は25億22百万円（前年
同期比0.4％増）となり、営業利益は11億59百万円（同0.5％減）となりました。 

⑤金融・証券部門  

金融・証券部門では、市況の低迷による影響から金融（商品先物）部門での減収が大きく、売上高
は７億11百万円（前年同期比40.0％減）となり、営業損益は４億18百万円の損失（前年同期は４億64
百万円の損失）となりました。 

  

資産合計は、たな卸資産及び保有株式の評価額が増加しましたが、現金及び預金が減少したこと等
から、前連結会計年度末比45百万円減少し、900億56百万円となりました。 

負債合計は、有利子負債の減少等により前連結会計年度末比７億37百万円減少し、697億85百万円
となりました。 

純資産合計は、利益剰余金やその他有価証券評価差額金が増加したこと等から、前連結会計年度末
比６億92百万円増加し、202億70百万円となりました。 

  

当第３四半期累計期間の連結業績は、景気低迷の影響を受けて売上高は前年同期比減収となりました
が、利益は物流部門が堅調に推移したこと等から前年同期を上回り減収増益となりました。今後を展望い
たしますと、景気に一部持ち直しの動きが見られるものの国内の事業環境は引き続き厳しい状況で推移す
ることが予想されること、また金融・証券部門の業績も市場動向に大きく影響を受ける可能性があること
等の要因から、平成21年11月６日発表の通期業績予想を変更しておりません。 

  

【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

（1）当第３四半期連結累計期間の概況 

（2）セグメント別の概況 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（1）資産 

（2）負債 

（3）純資産 

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。  

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等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等を使用して貸倒見積高を算定しております。

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。 

主として固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定
額を期間按分する方法によっております。 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引
前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、見積実効税
率を使用できない会社については、法定実効税率を使用しております。なお、法人税等調整額は法人
税等に含めて表示しております。 

該当事項はありません。 

  
  

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

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

②棚卸資産の評価方法

③固定資産の減価償却費の算定方法 

④税金費用の計算 

(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：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 3,507 4,025

受取手形及び売掛金 6,399 6,228

たな卸資産 1,610 1,176

その他 3,178 3,292

貸倒引当金 △24 △23

流動資産合計 14,671 14,697

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,823 13,872

土地 46,785 46,750

その他（純額） 6,255 6,314

有形固定資産合計 66,863 66,937

無形固定資産 1,144 1,092

投資その他の資産   

投資その他の資産 7,129 7,091

貸倒引当金 △143 △153

投資その他の資産合計 6,985 6,937

固定資産合計 74,993 74,968

繰延資産 390 435

資産合計 90,056 90,101
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（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) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 2,081 1,975

短期借入金 10,071 9,205

1年内返済予定の長期借入金 7,641 5,081

1年内償還予定の社債 1,638 1,478

その他 3,031 3,267

流動負債合計 24,462 21,007

固定負債   

社債 18,043 18,792

長期借入金 13,044 16,239

退職給付引当金 1,773 1,741

役員退職慰労引当金 374 411

その他 12,066 12,299

固定負債合計 45,301 49,484

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 4 5

商品取引責任準備金 15 24

特別法上の準備金合計 20 30

負債合計 69,785 70,522

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,555 10,555

資本剰余金 3,775 3,775

利益剰余金 3,652 3,225

自己株式 △1,808 △1,807

株主資本合計 16,175 15,748

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 921 831

土地再評価差額金 1,416 1,416

評価・換算差額等合計 2,338 2,248

少数株主持分 1,757 1,581

純資産合計 20,270 19,578

負債純資産合計 90,056 90,101
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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：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 41,800 39,812

営業原価 35,668 34,100

営業総利益 6,132 5,711

販売費及び一般管理費 3,629 3,122

営業利益 2,502 2,589

営業外収益   

受取配当金 111 89

その他 45 31

営業外収益合計 157 120

営業外費用   

支払利息 1,034 1,012

その他 64 61

営業外費用合計 1,099 1,073

経常利益 1,560 1,636

特別利益   

投資有価証券売却益 － 9

金融商品取引責任準備金戻入 289 0

商品取引責任準備金戻入額 － 9

前期損益修正益 － 16

その他 25 2

特別利益合計 314 38

特別損失   

投資有価証券売却損 － 28

販売用不動産評価損 112 －

投資有価証券評価損 266 －

商品取引責任準備金繰入額 0 －

その他 60 11

特別損失合計 439 39

税金等調整前四半期純利益 1,436 1,634

法人税等 685 747

少数株主利益 177 194

四半期純利益 573 693
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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）   （単位：百万円）

   
  

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）    （単位：百万円）

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な事業内容 

(1) 物流関連事業…………倉庫業、港湾運送業及び貨物利用運送業 
(2) 食品関連事業…………米穀卸売販売業 
(3) 情報関連事業…………ソフトウェア販売、情報処理サービス業 
(4) 不動産関連事業………不動産の売買、仲介、賃貸及び管理 
(5) 金融・証券関連事業…商品取引業及び証券業 

  

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、記載をしておりませ

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） 
海外売上高が、連結営業収益の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

(3) 四半期連結貸借対照表に関する注記

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 
(平成21年３月31日)

 たな卸資産の内訳

販売用不動産 309百万円

商品有価証券 128 〃

商品及び製品 176 〃

仕掛品 204 〃

原材料及び貯蔵品 791 〃

たな卸資産の内訳

販売用不動産 309百万円

商品有価証券 0 〃

商品及び製品 217 〃

仕掛品 135 〃

原材料及び貯蔵品 513 〃

(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 
関連事業

食品 
関連事業

情報
関連事業

不動産
関連事業

金融・証券
関連事業

計 
 

 
消去 
 

連結 
 

 売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

14,453 22,177 1,471 2,513 1,184 41,800 ― 41,800

(2) セグメント間 
    の内部売上高 
    又は振替高

456 ― 163 63 0 684 (684) ―

計 14,909 22,177 1,635 2,577 1,185 42,485 (684) 41,800

営業利益 
又は営業損失(△)

1,665 △5 141 1,165 △464 2,503 (0) 2,502

物流 
関連事業

食品 
関連事業

情報
関連事業

不動産
関連事業

金融・証券
関連事業

計 
 

 
消去 
 

連結 
 

 売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

13,458 21,853 1,266 2,522 711 39,812 ― 39,812

(2) セグメント間 
    の内部売上高 
    又は振替高

465 ― 157 64 0 687 (687) ―

計 13,923 21,853 1,424 2,586 711 40,499 (687) 39,812

営業利益 
又は営業損失(△)

1,761 41 45 1,159 △418 2,589 ─ 2,589

【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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