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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 35,485 △7.6 1,151 13.8 1,208 13.4 643 16.1
21年3月期第3四半期 38,408 ― 1,011 ― 1,065 ― 554 ―

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 59.94 ―
21年3月期第3四半期 51.63 ―

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 28,633 12,021 42.0 1,120.40
21年3月期 28,183 11,578 41.1 1,079.12

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  12,021百万円 21年3月期  11,578百万円

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 ― ― ― 17.00 17.00
22年3月期 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
15.00 15.00

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 47,000 △5.1 800 △5.4 900 △4.4 450 34.3 41.94



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 
 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想にはさまざまな不確定要素が内在しており、実際の業
績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えてください。 

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 11,000,000株 21年3月期  11,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  270,106株 21年3月期  270,106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 10,729,894株 21年3月期第3四半期 10,729,924株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨秋以降の急速な景気後退の影響を受け、企業収益の落ち込

みや雇用環境の悪化等により設備投資や個人消費は低迷、国の経済対策効果で一部持ち直しは見られたものの、全

体に自力回復には程遠い状況でありました。当グループが主たる市場としております低温食品物流業界も、主要原

価のひとつである燃料価格は昨年度に比べ低下しましたが、デフレ傾向が顕在化する中、チルド飲料・食品の販売

は低迷、加えて顧客の物流費抑制の動きが強まるなど、厳しい経営環境に直面いたしました。 

こうした状況のもとに、当グループは「顧客第一・安全確保」を全社の年度スローガンとして掲げました。顧客

第一の営業によって顧客とともに成長することを目指しながら、食の安全はもとより社会生活のあらゆる面におい

て要求が高まっている「安全であること」に対して、輸送業務をはじめ、企業活動の全てにおいて安全を求めてま

いります。その取り組みといたしまして、昨年度より引き続きトラックへのドライブレコーダーの装着、事業所内

への防犯カメラの設置または増設、運輸安全マネジメントの構築、ＩＳＯ認証取得の継続等を実施し、企業活動の

品質を高め「ＣＨＩＬＬＥＤ ＬＩＮＥ ＭＥＩＴＯ」のブランド力向上に努めました。収益面の改善策といたし

まして、首都圏における配送の一元管理による効率化を推進してまいりました。また、顧客の協力を得て配送コー

スの合理化を進めるとともに、適正な運賃の確保に努めてまいりました。さらに平成21年２月竣工の関西物流セン

ターにおいては、９月から新規業務の取扱いを開始するなど、概ね当初計画に沿った展開を行っております。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は354億85百万円（前年同期比7.6％減）、経常利益は12億８

百万円（同13.4％増）、四半期純利益は６億43百万円（同16.1％増）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①貨物運送事業 

 貨物運送事業は、当社のほか、㈱トランスメイト、ジャパンフーズ物流㈱、マコトトランスポートサービス

㈱、㈱ジャステム、㈱エムズライン、㈱エス・トラスト、㈱アイソネットライン、㈱ケーツーの各社が行ってお

ります。依然として景気後退の影響や夏場の天候不順によるチルド飲料の販売不振から物量は伸び悩み、当第３

四半期連結累計期間の営業収益は291億35百万円（同7.3％減）となりましたが、グループ全体で運行の効率化に

努めた結果、営業利益（配賦不能営業費用控除前）は14億29百万円（同46.7％増）となりました。 

②物流センター管理事業 

 物流センター管理事業は、当社のほか、㈱トランスメイト、ジャパンフーズ物流㈱、マコトトランスポートサ

ービス㈱、㈱ジャステム、㈱エムズライン、㈱エス・トラスト、㈱ケーツーの各社が行っております。子会社に

おいて一部センター業務の中止もあり、当第３四半期連結累計期間の営業収益は62億57百万円（同7.7％減）、

営業利益（配賦不能営業費用控除前）は５億81百万円（同25.6％減）となりました。 

③その他事業 

 その他事業は、㈱名商が、当社及び子会社の車両保険に関する業務及び当社の物流センターに関するメンテナ

ンス等を行っております。当第３四半期連結累計期間の営業収益は92百万円（同49.3％減）、営業利益（配賦不

能営業費用控除前）は58百万円（同144.9％増）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、前連結会計年度末に比べ４億49百万円増加し286億33百万円となり

ました。このうち流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べ４億９百万円増加し91億18百万円となりま

した。これは主に、受取手形及び営業未収金が10億62百万円増加し、借入金の返済等により現金及び預金が４億

92百万円減少したことなどによるものであります。また、固定資産につきましては、有形固定資産が１億65百万

円増加しましたが、無形固定資産、投資その他の資産がそれぞれ減少したこと等により、前連結会計年度末に比

べ39百万円増加し195億14百万円となりました。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ６百万円増加し166億11百万円となりました。流動負債につき

ましては、営業未払金が１億９百万円、短期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む。）が１億10百万円、

未払費用が１億74百万円それぞれ増加し、賞与引当金が３億６百万円、未払法人税等が１億13百万円それぞれ減

少したこと等により、前連結会計年度末に比べ２億54百万円増加し85億12百万円となりました。また、固定負債

につきましては、長期借入金が５億81百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ２億47百万円減少

し80億98百万円となりました。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ４億42百万円増加し120億21百万円となり、自己資本比率は

42.0％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



（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４億92百万円減少し25億39百万円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は11億96百万円（前年同期は８億78百万円の資金の獲得）となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益11億20百万円（前年同期は10億61百万円）及び減価償却費10億96百万

円（前年同期は９億72百万円）を計上したことや、仕入債務の増加１億９百万円（前年同期は91百万円）、未払

消費税等の増加２億37百万円（前年同期は１億16百万円）、賞与引当金の減少３億６百万円（前年同期は３億48

百万円）や売上債権の増加10億62百万円（前年同期は９億84百万円）、法人税等の支払い４億52百万円（前年同

期は４億41百万円）など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） 

 投資活動の結果使用した資金は９億50百万円（前年同期は18億98百万円の資金の使用）となりました。 

 これは主に、車両の新規購入及び代替購入等の有形固定資産の取得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） 

 財務活動の結果使用した資金は７億38百万円（前年同期は３億81百万円の資金の使用）となりました。 

 これは主に借入金の返済、配当金の支払等によるものであります。 

 業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間の業績が概ね想定した範囲内で進捗しているため、現時点に

おいて、平成21年11月10日の決算発表時に公表いたしました通期の見通しと変更はありません。 

 該当事項はありません。 

① 簡便な会計処理 

（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定する方法に

よっております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 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、平成21年５月28日開催の取締役会において、役員の報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度

を平成21年６月26日開催の定時株主総会終結の時をもって廃止することを決議いたしました。 

 なお、役員退職慰労金制度廃止日までの在任期間に対応する退職慰労金の打切り支給につきましては、取締

役及び監査役の退任時に支給することとし、平成21年６月26日開催の定時株主総会において承認されました。

 また、連結子会社も同様の取扱いをしております。 

 これにより、役員退職慰労金制度廃止日である平成21年６月26日までの期間に対応する役員退職慰労金相当

額240,734千円を固定負債の「その他」に含めて表示しております。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

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：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 2,539,029 3,031,533

受取手形及び営業未収金 6,012,915 4,950,308

有価証券 － 15,169

原材料及び貯蔵品 37,673 24,786

繰延税金資産 153,761 331,556

その他 381,887 364,967

貸倒引当金 △6,444 △9,426

流動資産合計 9,118,823 8,708,897

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 1,338,982 1,257,056

建物及び構築物（純額） 6,523,668 6,459,748

土地 4,909,951 4,909,450

その他（純額） 962,013 943,086

有形固定資産合計 13,734,616 13,569,342

無形固定資産   

のれん 5,089 8,907

その他 414,424 477,244

無形固定資産合計 419,514 486,152

投資その他の資産   

投資有価証券 1,413,875 1,407,828

繰延税金資産 1,597,477 1,547,049

敷金及び保証金 1,332,653 1,441,019

その他 1,016,505 1,023,687

貸倒引当金 △20 △51

投資その他の資産合計 5,360,491 5,419,532

固定資産合計 19,514,622 19,475,027

資産合計 28,633,446 28,183,924

負債の部   

流動負債   

営業未払金 1,852,656 1,743,379

短期借入金 2,549,000 2,322,000

1年内返済予定の長期借入金 1,290,639 1,407,624

未払法人税等 134,750 248,220

未払費用 1,437,183 1,262,789

賞与引当金 253,110 559,549

役員賞与引当金 42,987 26,990

その他 952,623 688,120

流動負債合計 8,512,949 8,258,675

固定負債   

長期借入金 3,486,088 4,068,016

退職給付引当金 3,314,061 3,247,762

役員退職慰労引当金 － 232,570

訴訟損失引当金 40,306 －

その他 1,258,254 798,010

固定負債合計 8,098,710 8,346,359

負債合計 16,611,659 16,605,034



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,176,900 2,176,900

資本剰余金 1,868,430 1,868,430

利益剰余金 8,324,047 7,863,343

自己株式 △309,533 △309,533

株主資本合計 12,059,843 11,599,139

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △38,057 △20,248

評価・換算差額等合計 △38,057 △20,248

純資産合計 12,021,786 11,578,890

負債純資産合計 28,633,446 28,183,924



（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 38,408,981 35,485,737

営業原価 36,189,124 32,998,370

営業総利益 2,219,857 2,487,367

販売費及び一般管理費 1,208,490 1,336,235

営業利益 1,011,366 1,151,131

営業外収益   

受取利息 10,384 8,687

受取配当金 12,402 11,668

投資有価証券売却益 2,609 －

助成金収入 － 42,145

持分法による投資利益 20,960 36,037

その他 99,919 73,251

営業外収益合計 146,276 171,790

営業外費用   

支払利息 79,154 104,255

その他 13,115 10,647

営業外費用合計 92,269 114,903

経常利益 1,065,373 1,208,018

特別利益   

固定資産売却益 31,884 23,590

その他 2,447 3,013

特別利益合計 34,331 26,603

特別損失   

固定資産除売却損 2,435 2,997

減損損失 － 24,462

投資有価証券評価損 16,166 21,686

ゴルフ会員権評価損 5,075 3,825

訴訟損失引当金繰入額 － 40,306

賃貸借契約解約損 － 20,400

賃借資産紛失弁償金 14,836 －

その他 － 294

特別損失合計 38,514 113,972

税金等調整前四半期純利益 1,061,189 1,120,649

法人税、住民税及び事業税 399,475 338,416

法人税等調整額 107,687 139,120

法人税等合計 507,162 477,537

四半期純利益 554,027 643,112



（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 1,061,189 1,120,649

減価償却費 972,628 1,096,981

減損損失 － 24,462

のれん償却額 3,817 3,817

建設協力金償却 43,379 43,379

有形固定資産除売却損益（△は益） △29,448 △20,592

ゴルフ会員権評価損 5,075 3,825

投資有価証券評価損益（△は益） 16,166 21,686

投資有価証券売却損益（△は益） △2,609 －

賃貸借契約解約損 － 20,400

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,655 △3,013

退職給付引当金の増減額（△は減少） 155,304 66,299

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 20,472 △232,570

賞与引当金の増減額（△は減少） △348,404 △306,439

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,250 15,997

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） － 40,306

受取利息及び受取配当金 △22,787 △20,355

支払利息 79,154 104,255

持分法による投資損益（△は益） △20,960 △36,037

売上債権の増減額（△は増加） △984,714 △1,062,634

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,215 △12,886

仕入債務の増減額（△は減少） 91,056 109,276

未払消費税等の増減額（△は減少） 116,910 237,922

その他 239,984 526,145

小計 1,389,526 1,740,876

利息及び配当金の受取額 16,565 14,879

利息の支払額 △84,429 △106,782

割増退職金の支払額 △1,799 －

法人税等の支払額 △441,524 △452,767

営業活動によるキャッシュ・フロー 878,338 1,196,206

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 △5,000 －

定期預金の払戻による収入 10,000 －

投資有価証券の取得による支出 △6,394 △6,425

投資有価証券の売却による収入 16,105 －

有形固定資産の取得による支出 △1,879,508 △1,011,587

有形固定資産の売却による収入 75,143 43,304

無形固定資産の取得による支出 △103,848 △17,092

長期前払費用の支出額 △4,894 △4,298

貸付けによる支出 △18,520 △13,310

貸付金の回収による収入 28,716 24,520

その他の投資の取得支出 △30,092 △127,346

その他の投資の返戻収入 19,581 161,902

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,898,712 △950,333



（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 1,050,000 874,000

短期借入金の返済による支出 △1,666,000 △647,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △83,740

長期借入れによる収入 1,450,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △1,054,093 △1,098,913

配当金の支払額 △160,922 △182,723

財務活動によるキャッシュ・フロー △381,015 △738,377

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,401,389 △492,504

現金及び現金同等物の期首残高 2,603,193 3,031,533

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,201,804 2,539,029



 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．事業区分は、当グループにおける事業別営業収益区分によっております。 

２．各事業の主な内容 

(1）貨物運送事業…………………貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業、軽貨物自動車運送事業 

(2）物流センター管理事業………商品仕分け・流通加工等 

(3）その他事業……………………損害保険代理業等 

 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） 

 海外営業収益がないため該当事項はありません。 

 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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
貨物運送事業
（千円） 

物流センター
管理事業 
（千円） 

その他事業 
（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 

 31,445,735  6,781,475  181,771  38,408,981  －  38,408,981

(2）セグメント間の内部営
業収益又は振替高 

 12,540  65,025  101,088  178,654 (178,654)  －

計  31,458,276  6,846,500  282,859  38,587,636 (178,654)  38,408,981

営業利益  974,669  780,927  23,835  1,779,433 (768,066)  1,011,366

  
貨物運送事業
（千円） 

物流センター
管理事業 
（千円） 

その他事業 
（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 

 29,135,819  6,257,765  92,152  35,485,737  －  35,485,737

(2）セグメント間の内部営
業収益又は振替高 

 5,035  126,025  660,067  791,128 (791,128)  －

計  29,140,855  6,383,790  752,220  36,276,866 (791,128)  35,485,737

営業利益  1,429,553  581,086  58,374  2,069,015 (917,883)  1,151,131

〔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

（７）重要な後発事象



（１）訴訟 

① 訴訟の内容 

 平成18年２月５日、当社従業員が東名高速道路上をトラックで走行中、故障で停車していた乗用車に追突

し、傷害を負わせた交通事故に関し、平成20年７月９日、被害者とその両親が原告となり、当社及び当該従業

員に対し、以下②に記載の額の支払いを求める訴訟が起こされたものであります。 

 平成21年12月末現在、公判は11回開催され、事故に至る経緯や原因等を巡り、確認作業が行われている段階

であります。 

② 原告による請求金額 

ア．金177,647千円及びこれに対する平成18年２月６日以降完済に至るまで年５分の割合による金員の支払

い。 

イ－ａ．平成20年７月１日以降平成21年３月31日までの期間、１日当たり24,000円として当月の日数を乗じ

て算出される月額の支払い。 

ｂ．平成21年以降毎年４月１日から翌年３月31日までの期間、次の算式で算出される基礎日額に当月の

日数を乗じて算出される月額の支払い。 

（計算式） 

基礎日額＝24,000円×当該年の前年の消費者物価指数／平成19年の消費者物価指数 

ウ．平成36年１月１日以降事故の直接被害者である原告が死亡する日まで、前掲イ項の所定の金員に付加し

て、前掲イ項の所定の基礎日額の２分の１の金額に当月の日数を乗じて算出される月額の支払い。 

エ．被害者の両親それぞれに対し、金3,300千円とこれに対する平成18年２月６日以降完済に至るまで年５

分の割合による金員の支払い。 

③ 当社の意見 

 当社としては、原告からの請求に対して、請求金額や支払方法等について法廷の場で適切に対応していく所

存であります。 

６．その他の情報
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