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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 144,711 △14.7 14,081 △17.7 14,927 △18.1 8,363 △21.2
21年3月期第3四半期 169,674 ― 17,105 ― 18,230 ― 10,615 ―

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 31.49 ―
21年3月期第3四半期 38.97 ―

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 286,664 241,859 84.4 915.39
21年3月期 280,251 235,044 83.9 883.92

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  241,823百万円 21年3月期  235,007百万円

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 ― ― ― 8.50 8.50
22年3月期 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
8.50 8.50

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 194,500 △10.7 19,100 △9.3 20,000 △11.4 11,500 △11.2 43.36
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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 274,345,675株 21年3月期  274,345,675株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  10,171,624株 21年3月期  8,475,547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 265,581,300株 21年3月期第3四半期 272,412,535株
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 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、いち早く回復傾向を示

し始めた中国やアジア向けを中心に、一部に生産の持ち直しの傾向があらわれはじめましたものの、厳しい所得環境

や雇用情勢のなか、デフレや円高の進行などの要因も加わり、景気は依然として厳しい状況で推移しました。 

 物流業界におきましても、輸出入貨物、国内貨物ともに低水準な取扱いが継続し、経営環境は厳しいままに終始し

ました。 

 このような状況下にあって当社グループは神戸空港島ロジスティックセンターが完成し、本格稼働を開始するなど

自社保有施設の能力をフル活用した高付加価値サービスの提供と積極的な提案型営業活動を展開するとともに、徹底

したコストの削減に取り組んでまいりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間における作業収入は前年同期に比べて14.7%減収の 百万円となり、

利益面におきましては、自営作業を中心とした外注費の削減や作業の効率化に努めましたものの、営業利益は前年同

期に比べて17.7%減益の 百万円、経常利益は18.1%減益の 百万円となり、四半期純利益におきましても

前年同期に比べて21.2%減益の 百万円となりました。 

  

（セグメント別の概況） 

［物流事業部門］ 

 港湾運送事業におきましては、貨物の取扱いに回復感があらわれはじめましたものの、自動車、製鉄原料、プラン

ト、コンテナなど輸出入貨物とも依然として低調な取扱いであり、作業収入は前年同期に比べて12.4%減収の546億34

百万円となりました。 

 また、港湾運送に接続する各事業においても、景気の低迷や消費の減退により物流量の減少を余儀なくされ、自動

車運送関連事業は前年同期に比べて10.1%減収の238億16百万円、倉庫業は6.0%減収の139億64百万円、倉庫工場荷役

請負業は13.6%減収の114億79百万円、重量貨物運搬業は24.0%減収の42億42百万円となるなど、物流事業部門の作業

収入は前年同期に比べて14.3%減収の1,383億63百万円となりました。 

［その他事業部門] 

 建設機工事業を含むその他事業部門は、民間設備投資の減少等の影響を受け、前年同期に比べて22.4%減収の63億

48百万円となりました。 

  

セグメント別作業収入                                                                  （単位 百万円） 

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

1,447億11

140億81 149億27

83億63

  
前第３四半期 

連結累計期間 

当第３四半期 

連結累計期間 

前第３四半期連結累計期間比増減

 金額 率（％）

物流事業         

港湾運送 62,374 54,634  △7,739 △12.4

倉庫 14,858 13,964  △894 △6.0

自動車運送関連 26,492 23,816  △2,676 △10.1

倉庫工場荷役請負 13,286 11,479  △1,807 △13.6

重量貨物運搬  5,580  4,242  △1,337  △24.0

港湾関連  10,642  9,232  △1,409  △13.2

梱包  2,301  1,544  △757  △32.9

内航海運取扱  2,494  1,900  △593  △23.8

通関  1,697  1,549  △148  △8.7

その他  21,765  15,998  △5,767  △26.5

小  計  161,493  138,363  △23,130  △14.3

その他事業      

建設機工  5,458  3,787  △1,671  △30.6

その他  2,721  2,561  △160  △5.9

小  計  8,180  6,348  △1,832  △22.4

合  計  169,674  144,711  △24,962  △14.7

㈱上組（9364）平成22年３月期　第３四半期決算短信

-3-



（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における総資産は、「受取手形及び営業未収金」、「有価証券」並びに株式相場の上

昇により「投資有価証券」が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて、64億12百万円増加の

百万円となりました。 

 当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、「支払手形及び下払未払金」が増加しましたが、「未払法人税

等」並びに「退職給付引当金」が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて4億2百万円減少の 百万

円となりました。 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は、控除項目である「自己株式」が増加しましたが、四半期純利益に

よる「利益剰余金」並びに「その他有価証券評価差額金」が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて68

億14百万円増加の 百万円となりました。 

（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが純収入とな

り、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローがそれぞれ純支出となりました結

果、現金及び現金同等物の当第３四半期連結累計期間末残高は前連結会計年度末に比べて、4億48百万円増加の

百万円となりました。 

 「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 百万円に減価償却費 百万円、

法人税等の支払額 百万円などを加減算し、合計では 百万円の純収入となりました。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は固定資産の取得に 百万円及び投資有価証券の取得に 百万円

をそれぞれ支出し、その他の増減を合わせた合計では、 百万円の純支出となりました。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は自己株式の取得、配当金を支出した結果、合計では 百万円の純支

出となりました。 

  

 当社グループは、独自の物流ネットワークを駆使した物流アウトソースなど、顧客ニーズに即した物流をデザイン

する「上組デザイン物流」の創造からグローバル・ロジスティクスの構築を目指して、事業基盤を強化するとともに

継続的な成長と企業価値の更なる向上を図ってまいる所存であります。 

 当第３四半期終了時点における業績は、概ね計画通り順調に推移しており、通期業績につきましては、平成21年11

月９日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

  

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固定資産については、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。 

  

 該当事項はありません。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

2,866億64

448億5

2,418億59

251億63

147億82 74億42

83億61 128億49

55億13 31億25

92億95

34億4

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
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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 17,663 17,216

受取手形及び営業未収金 36,275 34,780

有価証券 9,104 7,498

貯蔵品 325 307

その他 16,685 16,258

貸倒引当金 △58 △57

流動資産合計 79,995 76,003

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 96,980 95,349

土地 64,832 64,753

その他（純額） 15,057 17,531

有形固定資産合計 176,870 177,633

無形固定資産 6,332 6,352

投資その他の資産   

投資有価証券 14,517 10,652

その他 9,017 9,676

貸倒引当金 △69 △67

投資その他の資産合計 23,465 20,261

固定資産合計 206,668 204,248

資産合計 286,664 280,251

負債の部   

流動負債   

支払手形及び下払未払金 19,574 18,680

未払法人税等 2,288 4,553

賞与引当金 109 162

その他 10,267 8,987

流動負債合計 32,240 32,384

固定負債   

退職給付引当金 11,928 12,151

役員退職慰労引当金 27 27

船舶特別修繕引当金 1 0

その他 607 644

固定負債合計 12,564 12,823

負債合計 44,805 45,207
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,642 31,642

資本剰余金 26,854 26,854

利益剰余金 188,472 181,360

自己株式 △6,979 △5,835

株主資本合計 239,989 234,021

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,056 986

為替換算調整勘定 △222 －

評価・換算差額等合計 1,834 986

少数株主持分 35 36

純資産合計 241,859 235,044

負債純資産合計 286,664 280,251
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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) 

作業収入 169,674 144,711

作業原価 141,373 120,000

作業総利益 28,300 24,711

販売費及び一般管理費 11,195 10,629

営業利益 17,105 14,081

営業外収益   

受取利息 111 83

受取配当金 573 223

受取地代家賃 － 206

持分法による投資利益 63 155

その他 416 207

営業外収益合計 1,164 876

営業外費用   

為替差損 21 18

その他 18 12

営業外費用合計 40 31

経常利益 18,230 14,927

特別利益   

固定資産売却益 58 28

特別利益合計 58 28

特別損失   

固定資産除売却損 218 132

投資有価証券評価損 17 15

ゴルフ会員権売却損 － 25

特別損失合計 235 173

税金等調整前四半期純利益 18,052 14,782

法人税、住民税及び事業税 7,321 6,159

法人税等調整額 115 260

法人税等合計 7,436 6,419

少数株主利益又は少数株主損失（△） 0 △0

四半期純利益 10,615 8,363
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（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 18,052 14,782

減価償却費 8,086 7,442

貸倒引当金の増減額（△は減少） 56 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） △259 △308

受取利息及び受取配当金 △684 △307

持分法による投資損益（△は益） △63 △155

投資有価証券評価損益（△は益） 17 15

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － 25

有形固定資産除売却損益（△は益） 159 103

売上債権の増減額（△は増加） △153 △1,191

たな卸資産の増減額（△は増加） △24 △17

仕入債務の増減額（△は減少） △269 825

その他 △237 △427

小計 24,679 20,789

利息及び配当金の受取額 712 422

法人税等の支払額 △9,291 △8,361

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,100 12,849

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △8,160 △5,513

固定資産の売却による収入 75 72

投資有価証券の取得による支出 △286 △3,125

投資有価証券の売却による収入 57 0

関係会社株式の取得による支出 － △834

貸付けによる支出 △22 △5

貸付金の回収による収入 35 33

その他 △308 77

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,608 △9,295

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △2,324 △2,259

自己株式の増減額（△は増加） △2,721 △1,144

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,046 △3,404

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,445 135

現金及び現金同等物の期首残高 19,469 24,714

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 313

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,914 25,163

㈱上組（9364）平成22年３月期　第３四半期決算短信

-8-



 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） 

 物流事業の作業収入及び営業利益の金額は、全セグメントの作業収入の合計及び営業利益の合計額に占める割

合がいずれも90％を超えているため、事業の種類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） 

 本邦の作業収入は、全セグメントの作業収入の合計に占める割合が90％を超えているため、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） 

 海外作業収入は、連結作業収入の10％未満のため、海外作業収入の記載を省略しております。 

  

 当社は、平成21年11月９日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用され

る同法第156条第１項の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議し、当第３四半期連結累計期間に1,141百

万円（1,692,000株）の自己株式を取得いたしました。この結果、当第３四半期連結会計期間末において、自己

株式は6,979百万円となりました。 

  

（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〕

〔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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