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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 57,123 △12.7 2,674 0.8 2,800 0.5 1,701 5.1
21年3月期第3四半期 65,451 ― 2,654 ― 2,786 ― 1,618 ―

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 26.20 ―
21年3月期第3四半期 24.70 23.39

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 88,749 35,606 39.0 532.56
21年3月期 86,415 34,444 38.7 514.42

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  34,597百万円 21年3月期  33,423百万円

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 ― 4.50 8.50
22年3月期 ― 4.00 ―
22年3月期 

（予想） 4.50 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  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 76,000 △7.9 2,900 25.2 3,000 18.2 1,700 17.0 26.17

－1－



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、６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およ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異なる可能性があります。 
 なお、連結業績予想に関する事項については、５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 67,142,417株 21年3月期  67,142,417株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  2,178,523株 21年3月期  2,169,742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 64,967,815株 21年3月期第3四半期 65,543,906株
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(参考)平成 22 年 3 月期の個別業績予想(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) 

 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 71,000 △7.2 2,000 30.5 2,000 22.7 1,100 18.7  16.93 

(注)1.個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 有 
  2.上記の業績予想は、当社が現在入手している情報およ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異なる可能性があります。 
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【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 

当第３四半期累計期間の当社グループの業績は、総合物流事業において、倉庫業では、倉庫

保管残高が前年同期に比べ減少し、入出庫にかかる取扱量も荷動きに回復の傾向はあるもの

の、前年同期に比べ減少しました。一方、貨物回転率は、前年同期の水準を維持しました。ま

た、物流加工業務につきましては、一般消費財を中心に取扱量は前年同期並みに推移しました。

港湾運送業では、四日市港における海上コンテナ貨物の取扱量は、ほぼ前年同期並みで推移し

ましたが、輸入原料や輸出自動車など主要品目の取扱量は、前年同期に比べ減少しました。陸

上運送業では、環境に優しい物流として取り組んでいるバルクコンテナ輸送の取扱量は堅調に

推移したものの、主力のトラック輸送にかかる取扱量は前年同期に比べ減少しました。国際複

合輸送業では、海上輸送の取扱量は輸出・輸入とも、回復傾向にはあるものの、前年同期に比

べ減少しました。このような状況により、総合物流事業全体の売上は、前年同期比 12.8％減

の 562 億９千８百万円となりました。 

その他の事業につきましては、依然として厳しい環境下でありましたが、業務の効率化や収

支改善に努めました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間の連結売上高は、前年同期比 12.7％減の 571 億２千 

３百万円となり、連結経常利益は、生産性の向上、各種経費の節減に取り組んだ結果、前年同

期比 0.5％増の 28 億円となり、連結四半期純利益は、前年同期比 5.1％増の 17 億１百万円と

なりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 連結財政状態の変動状況 

総資産は、前連結会計年度末と比べ 23 億３千３百万円増加し、887 億４千９百万円とな

りました。純資産は、前連結会計年度末と比べ 11 億６千１百万円増加し、356 億６百万円

となりました。 

(2) 連結キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加額 26 億８千９百万円などがあっ

たものの、税金等調整前四半期純利益 27 億７千６百万円、減価償却費 23 億１千２百万円

などにより、22 億５百万円の増加となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出 11 億 

８千万円などにより、15 億２百万円の減少となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入 20 億円などがあったもの

の、社債の償還による支出 15 億円、長期借入金の返済による支出 11 億５百万円などによ

り、11 億２千４百万円の減少となりました。 

これらの結果、現金及び現金同等物の当第３四半期末の残高は、前連結会計年度末に比

べ３億９千４百万円減少し、103 億７百万円となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

当社グループでは、昨年７月から実施している営業体制の強化策に基づき、新規顧客の獲

得・既存顧客との取引拡大への取組みを継続していること、ならびに経済情勢の先行きは不透

明ではあるものの、荷動きの緩やかな回復が予想されることから、売上高につきましては、第

２四半期終了時点の予想を若干上回る見込みとなりました。また、営業利益、経常利益、当期

純利益につきましても、生産性向上・各種経費節減への取組みを予想以上に進めることができ

たことから、第２四半期終了時点の予想を上回る見込みとなりました。 

なお、平成 21 年 11 月 10 日に公表しました通期の業績予想（連結・個別）を次のとおり修

正いたします。 

 

平成 22 年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日） 

 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

前回発表予想（Ａ） 75,000 2,600 2,600 1,500 23.09 

今回修正予想（Ｂ） 76,000 2,900 3,000 1,700 26.17 

増減額（Ｂ－Ａ）   1,000 300 400 200 － 

増減率（％） 1.3 11.5 15.4 13.3 － 

（ご参考）前期実績 

（平成 21 年３月期） 
82,496 2,317 2,538 1,453 22.21 

 

(参考) 

平成 22 年３月期通期個別業績予想数値の修正（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日） 

 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

前回発表予想（Ａ） 70,000 1,800 1,800 1,000 15.39 

今回修正予想（Ｂ） 71,000 2,000 2,000 1,100 16.93 

増減額（Ｂ－Ａ） 1,000 200 200 100 － 

増減率（％） 1.4 11.1 11.1 10.0 － 

（ご参考）前期実績 

（平成 21 年３月期） 
76,507 1,532 1,630 927 14.17 
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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） 

該当事項はありません。 
 
(2) 簡便な会計処理および四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出については、実地たな卸を省略し、前連

結会計年度末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ

簿価切下げを行う方法を採用しております。 

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

して算定する方法を採用しております。 

③繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

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ので、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しております。 

④税金費用の計算 

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。 
 
(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 

 該当事項はありません。 
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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 10,697 10,953

受取手形及び営業未収金 13,670 10,962

たな卸資産 462 117

その他 1,916 1,920

貸倒引当金 △18 △16

流動資産合計 26,727 23,937

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 16,507 17,555

土地 28,711 28,706

その他（純額） 4,030 4,061

有形固定資産合計 49,249 50,323

無形固定資産 605 613

投資その他の資産   

投資有価証券 9,162 8,778

その他 3,022 2,796

貸倒引当金 △17 △34

投資その他の資産合計 12,166 11,540

固定資産合計 62,021 62,477

資産合計 88,749 86,415

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 7,215 6,258

短期借入金 4,251 3,661

1年内返済予定の長期借入金 3,718 1,994

1年内償還予定の新株予約権付社債 － 1,500

未払法人税等 851 123

賞与引当金 494 1,099

その他 2,740 1,794

流動負債合計 19,272 16,431

固定負債   

長期借入金 21,561 22,884

再評価に係る繰延税金負債 5,280 5,280

退職給付引当金 1,941 2,015

役員退職慰労引当金 40 51

長期預り保証金 3,994 4,115

負ののれん 60 45

その他 989 1,146

固定負債合計 33,869 35,538

負債合計 53,142 51,970

　　　　　日本トランスシティ（株）（9310） 
　平成22年３月期第３四半期決算短信

－7－



（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 8,428 8,428

資本剰余金 6,734 6,734

利益剰余金 22,082 20,932

自己株式 △943 △941

株主資本合計 36,301 35,154

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 446 443

土地再評価差額金 △2,018 △2,018

為替換算調整勘定 △132 △156

評価・換算差額等合計 △1,704 △1,730

少数株主持分 1,009 1,021

純資産合計 35,606 34,444

負債純資産合計 88,749 86,415
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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 65,451 57,123

売上原価 58,397 50,342

売上総利益 7,053 6,780

販売費及び一般管理費 4,398 4,106

営業利益 2,654 2,674

営業外収益   

受取利息 36 22

受取配当金 127 114

持分法による投資利益 314 239

その他 77 112

営業外収益合計 555 488

営業外費用   

支払利息 300 289

その他 123 73

営業外費用合計 423 363

経常利益 2,786 2,800

特別利益   

固定資産処分益 25 8

特別利益合計 25 8

特別損失   

固定資産処分損 53 33

減損損失 17 －

その他 11 －

特別損失合計 82 33

税金等調整前四半期純利益 2,729 2,776

法人税等 1,054 1,053

少数株主利益 56 20

四半期純利益 1,618 1,701
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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 2,729 2,776

減価償却費 2,210 2,312

賞与引当金の増減額（△は減少） △578 △604

退職給付引当金の増減額（△は減少） △409 △74

前払年金費用の増減額（△は増加） △112 △257

受取利息及び受取配当金 △163 △137

支払利息 300 289

売上債権の増減額（△は増加） △463 △2,689

仕入債務の増減額（△は減少） △524 1,070

未払消費税等の増減額（△は減少） 106 224

その他 △488 △327

小計 2,606 2,581

利息及び配当金の受取額 288 178

利息の支払額 △252 △223

法人税等の支払額 △876 △330

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,764 2,205

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 △288 △179

定期預金の払戻による収入 74 38

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,930 △1,180

その他 △77 △180

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,221 △1,502

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） 10 90

長期借入れによる収入 9,000 2,000

長期借入金の返済による支出 △1,847 △1,105

社債の償還による支出 △8,000 △1,500

自己株式の取得による支出 △260 △2

配当金の支払額 △558 △552

その他 △20 △54

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,675 △1,124

現金及び現金同等物に係る換算差額 △79 27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,211 △394

現金及び現金同等物の期首残高 11,142 10,701

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 68 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,000 10,307
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

     該当事項はありません。 

(5) 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。 
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