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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 15,430 △9.2 △101 ― △90 ― △107 ―

21年3月期第3四半期 16,992 ― 155 ― 163 ― 70 ―

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 △14.10 ―

21年3月期第3四半期 8.95 ―

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 21,475 15,459 71.4 2,016.46
21年3月期 21,948 15,635 70.7 2,040.96

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  15,336百万円 21年3月期  15,522百万円

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 ― 4.00 ― 6.00 10.00
22年3月期 ― 4.00 ―

22年3月期 
（予想）

6.00 10.00

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 20,400 △7.3 △285 ― △271 ― △217 ― △28.53



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から得られた判断に基づき作成したものであり、リスクや不確定な要素を含んでおりますので、実際の
業績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 8,258,322株 21年3月期  8,258,322株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  652,746株 21年3月期  652,746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 7,605,576株 21年3月期第3四半期 7,885,251株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、最悪期を脱したと見られるものの、世界的な景気後退の影響

を受け、大変厳しい状況で推移いたしました。年初からの実体経済は、引続き企業業績の悪化や設備投資の大幅な

減少、また、雇用情勢の不安を背景とした個人消費の低迷など、大変厳しい状況が続いております。 

 物流業界におきましても、年初からの輸出入貨物の落ち込みや国内貨物の荷動きが引続き低迷する中、さらに物

流の合理化、高品質化への要求がますます強まり、これら顧客ニーズに迅速に対応していくことが求められてお

り、依然として大変厳しい経営環境が続いております。 

 このような状況のもと、当社グループは、中期経営計画を最重要課題とし、北関東地区物流の構築、輸配送業務

の強化、ＮＶＯＣＣ業務の強化等に取り組んでまいりましたが、倉庫業務、貨物運送取扱業務および国際複合一貫

輸送業務取扱量は前年同期に比し低調に推移し、特に、港湾運送業務の船内荷役取扱量は前年同期に比し大幅な減

少となりましたので、当社港湾運送業務および神戸港において港湾運送荷役業務を行っている連結子会社の業績が

悪化しました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は前年同期比9.2％減の15,430百万円、営業損失は101百万円

（前年同期は営業利益155百万円）、経常損失は90百万円（前年同期は経常利益163百万円）、四半期純損失は107

百万円（前年同期は四半期純利益70百万円）となりました。 

  

 当社グループの事業は次のとおりであります。 

総合物流業 

 ①倉庫業 

普通倉庫業務は、食料品、雑豆、その他主要貨物の取扱いが低調に推移しましたが、コーヒー豆、化学品の入

出庫高が前年同期を上回ったため、保管高、保管残高は、前年同期を上回る結果となりました。 

冷蔵倉庫業務は、低調に推移した前年同期をさらに下回る入庫高で、出庫高が入庫高を上回ったため、保管

高、保管残高とも前年同期を下回り、依然として厳しい状況であります。 

この結果、営業収益は5,666百万円（前年同期比7.3%減）となりました。 

  

 ②港湾運送業 

港湾運送業務は、北米への輸出船積業務や船内荷役業務取扱いが、前年同期を大幅に下回りました。また、輸

入貨物取扱い低迷により荷捌き業務も前年同期を大きく下回るなど当該業務の取扱いも厳しい状況で推移しまし

た。 

この結果、営業収益は1,488百万円（前年同期比18.0％減）となりました。 

  

 ③貨物運送取扱業 

貨物運送取扱業務は、普通貨物および冷蔵貨物の取扱いが減少し、コンテナ運送やトラック運送、小口配送業

務も低迷し、前年同期を大きく下回りました。 

この結果、営業収益は4,444百万円（前年同期比10.1％減）となりました。 

  

 ④その他の物流業 

国際業務は、ＮＶＯＣＣ（国際複合一貫輸送）業務において、取扱い貨物総量の低下に加え、海上運賃等の下

落が生じ、輸出入業務とも前年同期を下回りました。 

流通加工業務は、食品関連業務、輸入豆類の選別作業が前年同期を下回りました。 

手続業務は、当社が平成21年1月に通関業の許可を受けましたので、当社の通関業収入が増加し、手続収入は

前年同期を上回りました。 

この結果、営業収益は3,758百万円（前年同期比7.3％減）となりました。 

  

その他の事業 

パレットやコンテナ販売が前年同期と同程度に推移したことにより、営業収益は72百万円（前年同期比4.0％

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、減価償却により「有形固定資産」及び「無形固定資産」が減少したこ

と等により、前連結会計年度末に比べ472百万円減少の21,475百万円となりました。 

 当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、「短期借入金」は増加しましたが「長期借入金」の返済等により前

連結会計年度末に比べ295百万円減少の6,016百万円となり、また、当第３四半期連結会計期間末の純資産は、四半

期純損失や配当等により「利益剰余金」が減少し、前連結会計年度末に比べ176百万円減少の15,459百万円となり

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）連結キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純損

失が73百万円となり、減価償却費、短期借入金の増加、長期借入金の返済による支出等により前連結会計年度末よ

り42百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末には3,424百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動の結果獲得した資金は、369百万円（前年同期比390百万円減）とな

りました。これは主として、減価償却費715百万円、売上債権の増加額247百万円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） 

 当第３四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、192百万円（前年同期比35百万円増）とな

りました。これは主として、有形固定資産の取得による支出61百万円、無形固定資産の取得による支出125百万円

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） 

 当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は、219百万円（前年同期比435百万円減）とな

りました。これは主として、短期借入金の増加額299百万円、長期借入金の返済による支出443百万円、配当金の支

払額76百万円によるものであります。  

  

 当社および当社グループ会社の貨物取扱数量の減少が当初の予想以上となり、第３四半期連結累計期間における

営業収益、営業利益の進捗は、前回予想（５月19日）を大幅に下回り、さらに今後の業績についても、神戸港での

港湾運送貨物取扱いが引続き低迷し、大変厳しい状況が続く見込みであるため、前回予想を下回る見込みであり、

平成21年５月19日に公表いたしました業績予想について、本日同時に公表いたしました「業績予想の修正に関する

お知らせ」のとおり修正いたします。 

  

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） 

※上記予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予

 想数値と異なる可能性があります。 

  

 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。  

  

  

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  

   百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

 前回発表予想（Ａ）   22,000   80   100   10   1.31

 今回発表予想（Ｂ）   20,400   △285   △271   △217   △28.53

 増減額（Ｂ－Ａ）   △1,600   △365   △371   △227   －

 増減率（％）   △7.3   －   －   －   －

 （ご参考）前期実績   21,989   71   86   16   2.05

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 3,659,112 3,702,411

受取手形及び営業未収入金 3,200,557 2,953,540

繰延税金資産 67,432 124,695

その他 388,669 425,825

貸倒引当金 △1,011 △1,836

流動資産合計 7,314,759 7,204,636

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,932,617 7,205,708

機械装置及び運搬具（純額） 558,210 661,344

工具、器具及び備品（純額） 96,328 103,033

土地 2,159,417 2,159,417

リース資産（純額） 21,935 26,750

有形固定資産合計 9,768,508 10,156,254

無形固定資産   

港湾等施設利用権 1,484,324 1,484,324

その他 791,095 988,282

無形固定資産合計 2,275,419 2,472,607

投資その他の資産   

投資有価証券 890,141 894,202

長期貸付金 183,398 157,793

差入保証金 940,744 940,576

繰延税金資産 27,521 25,359

その他 82,268 113,370

貸倒引当金 △7,136 △16,631

投資その他の資産合計 2,116,938 2,114,671

固定資産合計 14,160,866 14,743,532

資産合計 21,475,625 21,948,169



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 1,894,687 1,838,126

短期借入金 1,278,243 1,218,409

未払法人税等 19,544 31,229

賞与引当金 89,597 238,887

役員賞与引当金 1,800 1,900

その他 356,427 368,927

流動負債合計 3,640,301 3,697,481

固定負債   

長期借入金 1,007,000 1,210,000

繰延税金負債 188,029 242,244

退職給付引当金 943,124 919,615

その他 238,051 243,106

固定負債合計 2,376,204 2,614,967

負債合計 6,016,506 6,312,449

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,108,000 2,108,000

資本剰余金 1,862,230 1,862,230

利益剰余金 11,987,998 12,171,286

自己株式 △585,371 △585,371

株主資本合計 15,372,858 15,556,146

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 72,391 76,192

為替換算調整勘定 △108,910 △109,660

評価・換算差額等合計 △36,519 △33,468

少数株主持分 122,780 113,042

純資産合計 15,459,119 15,635,719

負債純資産合計 21,475,625 21,948,169



（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 16,992,639 15,430,339

営業原価 15,370,277 14,182,838

営業総利益 1,622,361 1,247,500

販売費及び一般管理費 1,466,686 1,349,081

営業利益又は営業損失（△） 155,675 △101,581

営業外収益   

受取利息 10,324 6,167

受取配当金 21,590 13,481

不動産賃貸料 13,277 13,778

その他 10,326 12,261

営業外収益合計 55,517 45,689

営業外費用   

支払利息 36,502 30,144

コミットメントフィー 1,956 －

為替差損 8,332 4,959

その他 689 3

営業外費用合計 47,480 35,106

経常利益又は経常損失（△） 163,712 △90,998

特別利益   

固定資産売却益 2,120 1,389

投資有価証券売却益 1,799 －

貸倒引当金戻入額 － 9,353

ソフトウェア開発契約解除益 － 21,620

その他 － 2,104

特別利益合計 3,920 34,469

特別損失   

固定資産売却損 376 －

固定資産除却損 11,132 3,465

投資有価証券評価損 314 －

ゴルフ会員権評価損 3,041 12,942

その他 － 61

特別損失合計 14,865 16,470

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

152,767 △73,000

法人税、住民税及び事業税 25,609 22,202

法人税等調整額 43,846 3,415

法人税等合計 69,455 25,618

少数株主利益 12,734 8,613

四半期純利益又は四半期純損失（△） 70,577 △107,231



（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

152,767 △73,000

減価償却費 747,653 715,242

貸倒引当金の増減額（△は減少） 794 △10,319

退職給付引当金の増減額（△は減少） △377 23,508

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △84,070 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △177,166 △149,289

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17,577 △100

受取利息及び受取配当金 △31,914 △19,648

支払利息 36,502 30,144

コミットメントフィー 1,956 －

有形固定資産除却損 11,132 3,465

有形固定資産売却損益（△は益） △1,744 △1,389

投資有価証券売却損益（△は益） △1,799 －

投資有価証券評価損益（△は益） 314 －

ゴルフ会員権評価損 3,041 12,942

売上債権の増減額（△は増加） △228,592 △247,016

仕入債務の増減額（△は減少） 120,297 56,560

その他 266,671 73,679

小計 797,888 414,779

利息及び配当金の受取額 33,590 20,622

利息の支払額 △44,253 △34,986

法人税等の支払額 △27,708 △31,240

営業活動によるキャッシュ・フロー 759,516 369,175

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 △135,477 △61,882

無形固定資産の取得による支出 △47,010 △125,028

有形固定資産の売却による収入 8,777 4,403

投資有価証券の取得による支出 △3,156 △2,227

投資有価証券の売却による収入 1,800 －

ゴルフ会員権の売却による収入 － 18,238

長期貸付けによる支出 △30,000 △32,000

長期貸付金の回収による収入 8,553 6,395

差入保証金の差入による支出 △18,297 △3,644

差入保証金の回収による収入 55,483 2,626

その他 2,015 761

投資活動によるキャッシュ・フロー △157,310 △192,358



（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   

短期借入金の純増減額（△は減少） △200,193 299,834

長期借入れによる収入 700,000 －

長期借入金の返済による支出 △935,000 △443,000

自己株式の取得による支出 △140,405 －

コミットメントフィー △1,956 －

配当金の支払額 △79,165 △76,055

少数株主への配当金の支払額 △489 △489

その他 1,695 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △655,514 △219,710

現金及び現金同等物に係る換算差額 △25,161 350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △78,470 △42,543

現金及び現金同等物の期首残高 2,950,345 3,466,870

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,871,875 3,424,327



 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）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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