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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 176,536 △6.5 10,869 57.4 11,114 60.5 6,610 55.7
21年3月期第3四半期 188,863 ― 6,907 ― 6,924 ― 4,246 ―

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 25.94 ―
21年3月期第3四半期 16.53 ―

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 368,663 173,010 46.0 665.02
21年3月期 334,637 165,173 49.3 647.19

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  169,466百万円 21年3月期  164,932百万円

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 ― 3.50 ― 4.50 8.00
22年3月期 ― 4.00 ―
22年3月期 

（予想）
4.00 8.00

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   

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 234,000 △3.7 10,700 30.2 10,800 33.5 5,200 19.4 20.41
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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、３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 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等につきましては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 278,851,815株 21年3月期  278,851,815株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  24,024,411株 21年3月期  24,009,222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 254,834,905株 21年3月期第3四半期 256,838,919株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部で輸出や生産などに緩やかな回復の兆しが見受

けられ、設備投資も下げ止まりの様相を呈してまいりましたものの、個人消費は厳しい雇用・所得環境等

を背景に、盛り上がりに欠けるなど引き続き先行き予断を許さない情勢下に置かれております。 

 貨物自動車運送業界におきましては、国内総輸送量が減少するなど事業環境の悪化により、事業者数や

車両保有台数も減少傾向にありますが、需給環境に好転の兆しも期待できず、業者間競争はさらに激化し

てまいりました。 

 このような状況のなか、当社グループは、当第３四半期連結会計期間から資本参加した王子運送グルー

プとの業務統合を進め、業務の改善・見直しによる収益構造の改善に努めてまいりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,765億36百万円（前年同期比6.5％減）となり、業

務の改善による外注費の削減に加えて王子運送グループとの統合効果もあり、営業利益は108億69百万円

（前年同期比57.4％増）、経常利益は111億14百万円（前年同期比60.5％増）、四半期純利益は66億10百

万円（前年同期比55.7％増）となりました。 

これらを事業別に見た営業の概況は次のとおりであります。 

（運送事業） 

運送事業におきましては、王子運送グループとの統合整備を進め、相互取引の拡大に努めるとともに、

輸送サービスの向上により新規顧客の獲得に努めてまいりました。また、幹線運行部門を始め業務の刷新

により外注費の大幅な削減を図ってまいりました。 

以上の結果、売上高は1,597億18百万円（前年同期比7.3％減）、営業利益は103億97百万円（前年同期

比74.3％増）となりました。 

（流通加工事業） 

流通加工事業におきましては、国際事業の拡大に向けた取り組みを強化するとともに、保管・庫内作業

部門におきましては、在庫調整などによる施設の集約化により、稼働率の低下など厳しい状況下のなかで

改善に努めてまいりました。 

以上の結果、売上高は94億86百万円（前年同期比3.4％増）、営業利益は9億89百万円（前年同期比

2.5％増）となりました。 

（その他事業） 

その他事業におきましては、施設賃貸業では増床効果がありましたが、商品販売等は振るわず、売上は

伸び悩んでおります。 

以上の結果、売上高は73億31百万円（前年同期比1.7％減）、営業利益は13億23百万円（前年同期比

17.7％減）となりました。 

  

（資産） 

当第３四半期の総資産は、前連結会計年度末に比べて340億26百万円増加し3,686億63百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金が増加したことにより流動資産が182億51百万円、有形固定資産が増加し

たことにより固定資産が157億75百万円増加したことによります。 

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（負債） 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて261億89百万円増加し1,956億52百万円となりました。これは主

に、支払手形及び買掛金の増加により流動負債が95億39百万円、長期借入金の増加及び長期リース債務の

発生により固定負債が166億49百万円増加したことによります。 

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末に比べて78億37百万円増加し1,730億10百万円となりました。これは主に

利益剰余金が増加したことにより株主資本が44億38百万円、連結子会社の増加により少数株主持分が33億

3百万円増加したことによります。 

  

（キャッシュ・フロー） 

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は、前連結会計年度末から86億30百万円増加

し297億82百万円となりました。  

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権が増加し、収入が減少した反面、税金等調整前四

半期純利益及び仕入債務が増加したこと、また法人税等の支払額が減少したことにより145億11百万円の

資金収入となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産取得による支出が減少した反面、定期預金の

預入・払戻による収支が減少したことにより47億20百万円の資金支出となりました。  

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払額は増加したものの、長期借入金による収入

及びセールアンドリースバックによる収入が増加したことにより11億59百万円の資金支出となりました。

  

通期の業績予想につきましては、売上高においては、個人消費や設備投資は引き続き厳しい状況が続く

ものの、一部に穏やかな回復もみられ、前回発表の予想数値は達成の見込みであります。また、利益面に

おきましては、王子運送㈱との統合効果も加わり、営業利益、経常利益ともに増益となる見込みでありま

す。 

なお、平成21年11月５日発表の平成22年３月期の連結業績予想を以下のとおり修正しております。 

連結業績予想（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当り当期 

純利益
百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(A) 232,000 9,400 9,300 4,800 18.84

今回発表予想(B) 234,000 10,700 10,800 5,200 20.41

増減額(B-A) 2,000 1,300 1,500 400 ―

増減率(%) 0.9 13.8 16.1 8.3 ―

（ご参考）前期実績
（平成21年3月期）

243,022 8,217 8,087 4,356 17.00
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該当事項はありません。 

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

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との著しい変化がない

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。 

②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きましては、前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。 

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付額の算定に関しましては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。繰延税金資産の回収可能性判断に関しましては、前連結会計年度以降に経営

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ますので、前連結会計年度におい

て使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

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

(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 35,702 24,324

受取手形及び売掛金 36,523 28,764

有価証券 － 50

繰延税金資産 940 1,613

その他 2,498 2,609

貸倒引当金 △157 △105

流動資産合計 75,508 57,256

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 197,724 187,185

減価償却累計額 △123,594 △115,581

建物及び構築物（純額） 74,129 71,604

機械装置及び運搬具 48,177 46,651

減価償却累計額 △42,660 △40,233

機械装置及び運搬具（純額） 5,516 6,417

工具、器具及び備品 12,959 12,217

減価償却累計額 △10,531 △9,891

工具、器具及び備品（純額） 2,427 2,325

土地 177,561 166,530

建設仮勘定 2,558 2,257

有形固定資産合計 262,193 249,135

無形固定資産 2,125 1,827

投資その他の資産   

投資有価証券 24,215 23,099

繰延税金資産 1,063 963

その他 3,790 2,562

貸倒引当金 △233 △207

投資その他の資産合計 28,836 26,417

固定資産合計 293,155 277,380

資産合計 368,663 334,637
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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   

支払手形及び買掛金 19,491 12,301

短期借入金 14,120 13,100

1年内償還予定の社債 522 10,000

1年内返済予定の長期借入金 9,547 2,000

1年内返済予定のリース債務 985 －

未払法人税等 2,334 1,882

賞与引当金 1,405 3,027

その他 14,283 10,838

流動負債合計 62,689 53,149

固定負債   

社債 10,396 10,000

転換社債型新株予約権付社債 23,474 23,390

長期借入金 36,701 28,700

リース債務 3,850 －

再評価に係る繰延税金負債 31,326 31,327

退職給付引当金 14,383 13,773

役員退職慰労引当金 103 －

負ののれん 231 －

その他 12,495 9,123

固定負債合計 132,963 116,314

負債合計 195,652 169,463

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,310 30,310

資本剰余金 37,107 37,107

利益剰余金 82,097 77,652

自己株式 △10,281 △10,275

株主資本合計 139,233 134,795

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,807 3,710

土地再評価差額金 26,426 26,427

為替換算調整勘定 △1 △0

評価・換算差額等合計 30,232 30,137

少数株主持分 3,544 241

純資産合計 173,010 165,173

負債純資産合計 368,663 334,637
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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) 

売上高 188,863 176,536

売上原価 179,248 162,777

売上総利益 9,614 13,758

販売費及び一般管理費 2,706 2,889

営業利益 6,907 10,869

営業外収益   

受取利息 44 22

受取配当金 571 392

有価証券売却益 48 5

金利スワップ評価益 － 160

負ののれん償却額 － 12

その他 168 203

営業外収益合計 832 796

営業外費用   

支払利息 598 500

金利スワップ評価損 187 －

その他 30 50

営業外費用合計 816 551

経常利益 6,924 11,114

特別利益   

固定資産売却益 0 11

特別利益合計 0 11

特別損失   

固定資産売却損 5 0

固定資産除却損 167 74

減損損失 40 41

投資有価証券評価損 － 111

ゴルフ会員権評価損 4 11

特別損失合計 217 239

税金等調整前四半期純利益 6,706 10,886

法人税、住民税及び事業税 1,651 3,580

法人税等調整額 778 438

法人税等合計 2,430 4,018

少数株主利益 29 256

四半期純利益 4,246 6,610
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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 6,706 10,886

減価償却費 6,591 6,596

負ののれん償却額 － △12

減損損失 40 41

引当金の増減額（△は減少） △1,447 △1,356

その他 2,722 1,650

小計 14,613 17,805

利息及び配当金の受取額 616 414

利息の支払額 △590 △476

法人税等の支払額 △3,648 △3,232

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,990 14,511

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 △4,058 △2,796

有形固定資産の売却による収入 146 137

投資有価証券の取得による支出 △21 △53

投資有価証券の売却による収入 150 49

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 998

その他 780 △3,057

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,001 △4,720

財務活動によるキャッシュ・フロー   

借入れによる収入 30,400 45,800

借入金の返済による支出 △30,400 △39,458

社債の償還による支出 △10,000 △10,140

セール・アンド・リースバックによる収入 － 5,000

リース債務の返済による支出 － △163

配当金の支払額 △1,786 △2,143

その他 △2,073 △54

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,859 △1,159

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,871 8,630

現金及び現金同等物の期首残高 27,957 21,151

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,086 29,782
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

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） 

 
（注）１ 事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主な業務内容 

 
  

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 事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主な業務内容 

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

運送事業
（百万円）

流通加工
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）

 売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 172,230 9,170 7,462 188,863 － 188,863

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高

－ － 6,040 6,040 △ 6,040 －

計 172,230 9,170 13,502 194,903 △ 6,040 188,863

 営業費用 166,266 8,205 11,894 186,365 △ 4,409 181,955

 営業利益 5,964 965 1,607 8,537 △ 1,630 6,907

事業区分 主要な事業内容

運送事業 貨物運送事業・港湾運送事業・その他付帯事業

流通加工事業 倉庫業・通関業・流通加工業

その他事業
不動産等の賃貸業・ボウリング事業・物品販売事業・コンビニエンスストア事
業・労働者派遣業（委託業務）・警備業・自動車整備事業・その他の事業

運送事業
（百万円）

流通加工
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）

 売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 159,718 9,486 7,331 176,536 － 176,536

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高

－ － 5,979 5,979 △ 5,979 －

計 159,718 9,486 13,311 182,516 △ 5,979 176,536

 営業費用 149,320 8,497 11,987 169,805 △ 4,138 165,667

 営業利益 10,397 989 1,323 12,710 △ 1,841 10,869

事業区分 主要な事業内容

運送事業 貨物運送事業・港湾運送事業・その他付帯事業

流通加工事業 倉庫業・通関業・流通加工業

その他事業
不動産等の賃貸業・ボウリング事業・物品販売事業・コンビニエンスストア事
業・労働者派遣業（委託業務）・警備業・自動車整備事業・その他の事業
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【所在地別セグメント情報】 

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） 

全セグメントの売上高に締める「本邦」の割合が90％を越えているため、記載を省略しております。

  

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） 

全セグメントの売上高に締める「本邦」の割合が90％を越えているため、記載を省略しております。

  

【海外売上高】 

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） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

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） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(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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