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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 13,597 △6.6 622 △18.3 505 △27.3 208 △27.2

21年3月期第3四半期 14,564 ― 761 ― 694 ― 285 ―

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 27.89 ―

21年3月期第3四半期 38.31 ―

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 23,585 9,700 40.7 1,287.22
21年3月期 22,022 9,578 42.9 1,267.36

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  9,604百万円 21年3月期  9,456百万円

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00
22年3月期 ― 8.00 ―

22年3月期 
（予想）

8.00 16.00

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 19,200 3.7 870 △4.7 720 △15.5 320 ― 42.89



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予想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。 
なお、業績予想の修正を行っております。当該予想に関する事項につきましては、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」及び本日平成22年2月9日公表の「更正処分に伴う当連結会計年度への影響額及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 7,546,000株 21年3月期  7,546,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  84,774株 21年3月期  84,764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 7,461,231株 21年3月期第3四半期 7,461,302株



 当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、最悪期を脱した感はあるものの、円高やデフレの進行により企

業収益の先行きに対する不安は払拭されず、雇用・所得環境も依然低迷が続いており、全体として厳しい状況で推移

しております。 

 当物流業界においては、企業業績の低迷を背景に、生産・消費財とも貨物取扱量が減少したまま推移しており、顧

客の物流費抑制基調と相俟って、厳しい経営環境を余儀なくされております。 

 このような中、当社グループは、昨年6月に開設した福島営業所（福島県）や同11月に稼働した厚木要冷センター

（神奈川県）など新規業務の拡大に努めてまいりましたが、化学品、自動車関連等の主力貨物の取り扱いが引き続き

低迷いたしました。  

 この結果、当第3四半期連結累計期間の営業収益は 百万円（前年同期比6.6％減）、営業利益は 百万円

（前年同期比18.3％減）、経常利益は 百万円（前年同期比27.3％減）、四半期純利益は 百万円（前年同期比

27.2％減）となりました。 

 営業収益をセグメント別で見ると、物流事業の営業収益は134億63百万円（前年同期比6.4％減）、その内訳は、輸

送部門が90億39百万円（前年同期比7.3％減）、倉庫部門が44億23百万円（前年同期比4.7％減）となりました。その

他事業（不動産事業）は1億34百万円（前年同期比22.8％減）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資産の部合計は、前連結会計年度末に比べ、15億63百万円増加の 百万円とな

りました。主な要因は、売掛金、建設仮勘定、敷金及び保証金が増加したためであります。 

 負債の部合計は、前連結会計年度末に比べ、14億41百万円増加の 百万円となりました。主な要因は、短期

借入金が減少したものの、長期借入金、営業未払金及び未払法人税等が増加したためであります。 

 純資産の部合計は、前連結会計年度末に比べ、1億21百万円増加の 円となりました。主な要因は、利益剰余金

が増加したためであります。 

  

（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 百万円となり、前連結

会計年度末に比べ57百万円増加しました。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 百万円（前年同期比77.3％減）となりました。これは主に税金等調整前四半

期純利益5億円、減価償却費4億26百万円及び仕入債務の増加額4億28百万円による増加と、売上債権の増加額10億42

百万円及び法人税等の支払額2億39百万円による減少などがあったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果支出した資金は6億88百万円（前年同期比8.1％減）となりました。これは主に有形固定資産の取得

による支出1億94百万円と敷金及び保証金の差入による支出5億12百万円による減少などがあったことによるもので

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は6億27百万円（前年同期比196.2％増）となりました。これは主に長期借入れによる

収入21億88百万円による増加と、短期借入金の純減少額95百万円、長期借入金の返済支出13億36百万円及び配当金の

支払額1億19百万円による減少などがあったことによるものです。 

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

135億97 6億22

5億5 2億8

２．連結財政状態に関する定性的情報

235億85

138億84

97億

9億98

1億32



  

  

 平成21年5月11日付「平成21年3月期決算短信」にて公表いたしました平成22年3月期通期の連結業績予想及び個別

業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日公表いたしました「更正処分に伴う当連結会計年度への影

響額及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

① 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法で算定しており、前連結会計年度末以降に経営環境等、または、一時差異等

の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法で算定しております。 

② 税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む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。 

  

  

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：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 1,024 1,098

受取手形及び売掛金 3,291 2,249

販売用不動産 181 202

繰延税金資産 67 67

その他 235 232

貸倒引当金 △4 △2

流動資産合計 4,794 3,848

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,839 5,039

機械装置及び運搬具（純額） 243 263

土地 10,824 10,824

建設仮勘定 137 31

その他（純額） 91 59

有形固定資産合計 16,135 16,217

無形固定資産 286 244

投資その他の資産   

投資有価証券 289 234

繰延税金資産 352 256

その他 1,726 1,220

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 2,368 1,711

固定資産合計 18,790 18,174

資産合計 23,585 22,022



（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   

支払手形及び営業未払金 1,804 1,376

短期借入金 5,220 5,552

未払法人税等 276 92

賞与引当金 31 99

その他 676 490

流動負債合計 8,008 7,612

固定負債   

長期借入金 5,383 4,293

退職給付引当金 245 233

負ののれん 20 24

その他 226 280

固定負債合計 5,875 4,831

負債合計 13,884 12,443

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,284 1,284

資本剰余金 1,086 1,086

利益剰余金 7,281 7,194

自己株式 △59 △59

株主資本合計 9,592 9,505

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25 △9

繰延ヘッジ損益 △13 △40

為替換算調整勘定 △0 0

評価・換算差額等合計 11 △49

少数株主持分 96 122

純資産合計 9,700 9,578

負債純資産合計 23,585 22,022



（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 14,564 13,597

営業原価 13,331 12,526

営業総利益 1,233 1,071

販売費及び一般管理費 471 449

営業利益 761 622

営業外収益   

受取利息 4 3

受取配当金 5 6

負ののれん償却額 － 3

その他 35 21

営業外収益合計 45 36

営業外費用   

支払利息 100 93

その他 12 59

営業外費用合計 112 152

経常利益 694 505

特別利益   

固定資産売却益 2 1

関係会社出資金売却益 12 －

特別利益合計 15 1

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 12 4

投資有価証券評価損 53 1

たな卸資産評価損 16 －

減損損失 67 －

特別損失合計 148 6

税金等調整前四半期純利益 560 500

法人税等 248 112

過年度法人税等 － 181

法人税等合計 248 294

少数株主利益又は少数株主損失（△） 26 △1

四半期純利益 285 208



（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 560 500

減価償却費 450 426

減損損失 67 －

支払利息 100 93

投資有価証券評価損益（△は益） 53 1

有形固定資産売却損益（△は益） △2 △1

関係会社出資金売却損益（△は益） △12 －

売上債権の増減額（△は増加） 10 △1,042

たな卸資産の増減額（△は増加） 72 21

仕入債務の増減額（△は減少） △118 428

その他 32 83

小計 1,214 511

利息及び配当金の受取額 10 10

利息の支払額 △86 △82

和解金の支払額 － △67

法人税等の支払額 △557 △239

法人税等の還付額 2 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 583 132

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 △587 △194

有形固定資産の売却による収入 4 2

関係会社出資金の売却による収入 39 －

その他 △205 △496

投資活動によるキャッシュ・フロー △748 △688

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 540 △95

長期借入れによる収入 850 2,188

長期借入金の返済による支出 △1,047 △1,336

配当金の支払額 △119 △119

その他 △11 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー 211 627

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11 △15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 34 57

現金及び現金同等物の期首残高 802 941

現金及び現金同等物の四半期末残高 837 998



 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、内部管理上採用している区分によっております。 

2．主な事業区分は次のとおりであります。 

（1）物流事業  一般貨物自動車運送事業・貨物運送取扱事業・倉庫事業 

（2）その他事業 不動産事業  

  

 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）  

  本邦の営業収益は、全セグメントの営業収益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）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）  

  海外営業収益は、連結営業収益の10％未満であるため、海外営業収益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〕

  
物流事業
（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

営業収益           

（1）外部顧客に対する営業収益  14,390  174  14,564  －  14,564

（2）セグメント間の内部営業収

益又は振替高 
 －  －  － (－)  －

計  14,390  174  14,564 (－)  14,564

営業利益  1,058  72  1,130 (369)  761

  
物流事業
（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

営業収益           

（1）外部顧客に対する営業収益  13,463  134  13,597  －  13,597

（2）セグメント間の内部営業収

益又は振替高 
 －  －  － (－)  －

計  13,463  134  13,597 (－)  13,597

営業利益  904  71  975 (353)  622

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外営業収益〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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