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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 34,654 △10.6 579 2.9 531 3.4 175 69.6
21年3月期 38,750 △7.5 563 △55.4 514 △57.6 103 △78.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率

営業収益営業利益
率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 7.19 ― 1.6 2.1 1.7
21年3月期 4.24 ― 0.9 1.9 1.5

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 24,659 11,092 44.2 446.56
21年3月期 25,039 11,023 43.3 444.58

（参考） 自己資本   22年3月期  10,891百万円 21年3月期  10,846百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 1,432 △432 △886 2,235
21年3月期 1,075 △651 △544 2,118

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 4.00 ― 3.00 7.00 170 165.1 1.6
22年3月期 ― 3.00 ― 4.00 7.00 170 97.3 1.6

23年3月期 
（予想）

― 3.00 ― 4.00 7.00 68.3

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

16,800 0.7 200 413.3 190 ― 30 ― 1.23

通期 35,000 1.0 650 12.2 630 18.6 250 42.5 10.25
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる事項 ２.会計処理基準の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、18ページ「1株当たり情報」をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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 24,970,000株 21年3月期 24,970,000株

② 期末自己株式数 22年3月期  579,352株 21年3月期  573,778株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 30,895 △9.6 387 △22.6 387 △24.7 130 △20.6

21年3月期 34,193 △5.2 500 △54.1 514 △53.1 164 △62.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 5.34 ―

21年3月期 6.72 ―

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 23,184 10,729 46.3 439.92
21年3月期 23,811 10,736 45.1 440.07

（参考） 自己資本 22年3月期  10,729百万円 21年3月期  10,736百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想については、当社が現時点で合理的と判断した一定の前提に基づいたものであり、実際の業績は見通しと異なることがありえます。なお、上記業
益予想に関する事項は、5ページ（次期の見通し）をご参照下さい。 

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

第2四半期 
累計期間

14,700 △2.5 100 ― 120 ― 10 ― 0.41

通期 30,700 △0.6 420 8.5 470 21.4 200 53.6 8.20
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フジパックンとロージーは当社のキャラクターです。

１.経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度における日本経済は、景気の悪化に底打ちの兆しが見られるものの、本格的な景気回復には至ら

ず、雇用情勢の悪化やデフレの進展などによる先行きの不透明感から個人消費や設備投資を中心とした国内需要は

依然低水準となり、厳しい状況で推移いたしました。 

 

物流業界におきましても、景気後退の影響を受けた製造業の生産調整などにより、国内貨物輸送量は依然として

減少傾向で推移いたしました。また、国際貨物輸送量も一部に回復傾向を示しておりますが、経営環境は引き続き

厳しいものとなりました。 

 

このような中、当社グループは、平成21年７月29日に中期経営計画（平成21年度～平成23年度）を発表いたしま

した。「挑戦」「変革」「行動」を行動指針として、「量」から「質」への変革を成し遂げ、お客様に頼られる存

在となることを目指します。 

お客様にご満足いただける物流サービスを提供し、業容の拡大に積極的に取り組んでまいります。 

 

当連結会計年度の業績は以下のとおりです。 

 

営業収益は、前連結会計年度より40億95百万円減少し、346億54百万円（前連結会計年度比10.6％減）となりま

した。景気後退の影響により急激に荷動きが落ち込んだ上半期（平成21年４月～平成21年９月）に比べ、下半期

（平成21年10月～平成22年３月）においては回復傾向となったものの、年間では全般的に低調な荷動きで推移いた

しました。 

 

一般顧客向けの営業収益は、前連結会計年度より21億93百万円減少し、174億21百万円（前連結会計年度比

11.2％減、構成比50.3％）となりました。前連結会計年度後半から精密機器関連の大口３ＰＬ業務を開始し、また、

エレベータや衛生管理製品および化粧品通販関連の取扱高が増加いたしましたが、工業用ミシン、チップマウン

ターや情報機器関連の取扱高および海外向けのトラクターの取扱高が減少したことなどをはじめ、既存顧客の荷動

き全般が落ち込みました。 

 

富士電機グループ向けの営業収益は、前連結会計年度より19億１百万円減少し、172億33百万円（前連結会計年

度比9.9％減、構成比49.7％）となりました。発電変電プラントの取扱高は堅調に推移いたしましたが、磁気記録

媒体、半導体、自動販売機関連およびインバータ、制御機器などの取扱高は低調となりました。 

 

営業利益は、減収の影響はあったものの、緊急損益改善委員会を立上げ、経費の削減ならびに固定費の圧縮に努

めた結果、前連結会計年度より16百万円増加し、５億79百万円（前連結会計年度比2.9％増）となりました。 

 

経常利益は、前連結会計年度より17百万円増加し、５億31百万円（前連結会計年度比3.4％増）となりました。 

 

当期純利益は、前連結会計年度より71百万円増加し、１億75百万円（前連結会計年度比69.6％増）となりました。 

 

 
＜連 結 業 績＞                          （単位 百万円） 

 平成21年3月期 平成22年3月期 増減金額 増減率(％) 

営 業 収 益 ３８，７５０ ３４，６５４ △４，０９５ △１０．６

営 業 利 益 ５６３ ５７９ １６ ２．９

経 常 利 益 ５１４ ５３１ １７ ３．４

当 期 純 利 益 １０３ １７５ ７１ ６９．６
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フジパックンとロージーは当社のキャラクターです。

当連結会計年度におけるセグメント別の状況は以下のとおりであります。 
 

【国内物流事業】 

（国内における運送、包装、保管事業） 

                                      （単位 百万円） 

 平成21年3月期 平成22年3月期 増減金額 増減率(％) 

営 業 収 益 ３０，５１７ ２７，２３８ △３，２７９ △１０．７

営 業 利 益 ４９７ ３０９ △１８８ △３７．８

一般顧客向けにつきましては、前連結会計年度後半から精密機器関連の大口３ＰＬ業務を開

始し、また、エレベータや衛生管理製品および化粧品通販関連の取扱高が増加いたしましたが、

工業用ミシン、チップマウンターや情報機器関連の取扱高が減少したことなどをはじめ、既存

顧客の荷動き全般が落ち込みました。 

富士電機グループ向けにつきましては、磁気記録媒体、半導体、自動販売機関連およびイン

バータ、制御機器などが全般的に低調となりました。 

 

【その他事業】 

（海外との輸出入取扱事業、海外現地物流事業、物流システムおよび機器・資材販売） 

                                      （単位 百万円） 

 平成21年3月期 平成22年3月期 増減金額 増減率(％) 

営 業 収 益 ８，２３２ ７，４１６ △８１５ △９．９

営 業 利 益 ６５ ２６９ ２０３ ３１１．８

一般顧客向けにつきましては、医療用機器の輸出入業務などの取扱高が増加いたしましたが、

工業用ミシン、チップマウンターや海外向けのトラクターの取扱高が減少したことなどをはじ

め、既存顧客の荷動き全般が落ち込みました。 

富士電機グループ向けにつきましては、発電変電プラントの取扱高は堅調に推移いたしまし

たが、磁気記録媒体、半導体およびインバータ、制御機器などの取扱高は低調となりました。 

 
 
＜単 体 業 績＞                               （単位 百万円） 

 平成21年3月期 平成22年3月期 増減金額 増減率(％) 

営 業 収 益 ３４，１９３ ３０，８９５ △３，２９８ △９．６

営 業 利 益 ５００ ３８７ △１１２ △２２．６

経 常 利 益 ５１４ ３８７ △１２７ △２４．７

当 期 純 利 益 １６４ １３０ △３３ △２０．６

 
＜営業収益の内訳＞                         （単位 百万円） 

 平成21年3月期 平成22年3月期 増減金額 増減率(％) 

運 送 事 業 １４，４６１ １３，１２８ △１，３３３ △９．２

包 装 事 業 ４，６９２ ３，８４２ △８４９ △１８．１

保 管 事 業 ９，４０７ ８，６３５ △７７１ △８．２

その他 事 業 ５，６３２ ５，２８８ △３４３ △６．１
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フジパックンとロージーは当社のキャラクターです。

（次期の見通し） 

翌連結会計年度の日本経済は、米国、中国の経済情勢の動向や国内雇用情勢の悪化およびデフレの進行などの景

気下振れリスクを抱えつつ、緩慢ながらも回復基調となるものと予想されております。 

 

物流業界の見通しにつきましては、公共投資が落ち込むなど内需に大幅な回復が見込めないため、日本国内の貨

物輸送量は引き続き前年度を下回る見込みであります。国際貨物輸送量は、アジア向けの貨物が回復傾向にあり、

欧米向けも立ち直りの兆しが見えていることから、徐々に回復するものと見込まれます。 

 

翌連結会計年度の業績見通しは次のとおりです。 

 

【連結業績予想】 

 

平成23年３月期の連結業績につきましては、営業収益は若干の増収を、営業利益、経常利益、当期純利益はとも

に増益を見込んでおります。 

 

営業収益につきましては、当第４四半期（平成22年１月～３月）には回復の兆しが見えたとはいえ、依然として

取扱貨物量の急速かつ大幅な回復は見込めないため、若干の増収にとどまると予想しております。 

 

一般顧客向けの営業収益は、３ＰＬを中心とした新規案件の受注による増収のほか、工業用ミシン、チップマウ

ンターなどの取扱高の復調やＡＴＭ・情報機器の搬入設置業務の増加など、既存顧客からの受注増により、増収を

見込んでおります。 

富士電機グループ向けの営業収益は、磁気記録媒体、半導体および制御機器などの取扱高は回復基調にあるもの

の、発電変電プラント分野の取扱高が平成22年３月期に比べ減少することが予想され、減収となる見込みです。 

 

利益面につきましては、当連結会計年度から取り組んでまいりました損益改善施策を継続し、さらなる原価低減

に努め、利益率の向上を目指してまいります。 

営業利益、経常利益、当期純利益はともに増益を見込んでおります。 

 

                                        （単位 百万円） 

 平成22年3月期
平成23年3月期

連結業績予想
増減金額 増減率(％) 

営 業 収 益 ３４，６５４ ３５，０００ ３４５ １．０

営 業 利 益 ５７９ ６５０ ７０ １２．２

経 常 利 益 ５３１ ６３０ ９８ １８．６

当 期 純 利 益 １７５ ２５０ ７４ ４２．５

 

【単体業績予想】 

概ね連結業績予想と同様であります。 

                                        （単位 百万円） 

 平成22年3月期
平成23年3月期

単体業績予想
増減金額 増減率(％) 

営 業 収 益 ３０，８９５ ３０，７００ △１９５ △０．６

営 業 利 益 ３８７ ４２０ ３２ ８．５

経 常 利 益 ３８７ ４７０ ８２ ２１．４

当 期 純 利 益 １３０ ２００ ６９ ５３．６
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フジパックンとロージーは当社のキャラクターです。

（２）財政状態に関する分析 

（資産、負債、純資産およびキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

当連結会計年度末における現金および現金同等物は、１億17百万円増加し、22億35百万円となりました。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、14億32百万円の収入（前連結会計年度は10億75百万円の収入）となりました。これは主に、税金

等調整前当期純利益４億83百万円、減価償却費７億42百万円の計上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） 

投資活動の結果、４億32百万円の支出（前連結会計年度は６億51百万円の支出）となりました。これは主に、倉庫

内設備等の取得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） 

財務活動の結果、８億86百万円の支出（前連結会計年度は５億44百万円の支出）となりました。これは主に、短期

借入金の減少によるものであります。 

 

（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％） ３６．６ ３７．４ ３９．３ ４３．３ ４４．２

時価ベースの株主資本比率（％） ３７．１ ２７．１ ２４．３ ２１．１ １９．４

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） １４．４ ４．７ ４．３ ４．７ ３．０

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） １６．６ ３０．５ １８．７ １７．０ ３６．４

（注）算出方法 

自己資本比率           ： 自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率     ： 株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー／利払い 

① 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

② 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

③ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている

全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息

の支払額を使用しております。 

 
 

（３）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

当社は、かねてより「株主重視」の姿勢のもと、長期的な視野に立ち、安定的配当の継続と企業発展のために必要な

投資のための内部留保の充実を基本方針としてまいりました。今後もこの方針を堅持しつつ、経営基盤を強化し将来の

継続した利益の確保と企業価値の増大を図り、積極的に株主への還元に努めてまいります。 

また、配当回数につきましては、当面の間変更せず、従来どおり中間と期末の年２回とさせていただきたいと考えて

おります。 

なお、当期の期末配当金につきましては、１株当たり４円とすることを６月末の株主総会に付議することとしており

ます。これにより、当期の配当金は、中間配当金３円と合わせて１株当たり年間７円となります（前期の配当金：中間

配当金４円、期末配当金３円、年間７円）。 

次期の配当金につきましても、１株当たり年間７円（中間配当金３円、期末配当金４円）を予定しております。 
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（４）事業等のリスク 

決算短信に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあ

る事項には、以下のようなものがあります。当社グループでは、これらリスクの発生を十分に認識した上で、発生を極

力回避し、また発生した場合に的確な対応を行うための努力を継続してまいります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

 

１）主要顧客への依存度について 

当社グループは、会社設立以来、富士電機グループ各社を主要顧客としており、平成21年３月期の同社グループと

の取引金額は、191億34百万円（連結営業収益に対する比率49.4％）、平成22年３月期の同社グループとの取引金額

は、172億33百万円（連結営業収益に対する比率49.7％）となっております。 

富士電機グループ各社と「取引基本契約書」を締結し、良好かつ安定的な取引関係を継続しておりますが、同社グ

ループ製品の生産・販売状況や、経営戦略等に変化が生じ、同社グループとの取引関係および当社グループの受注内

容に著しい変更を生じた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループは今後とも引続き新規顧客開拓・受注拡大を図り、依存度の軽減に努めてまいります。 

 

２）Ｍ＆Ａ、資本提携等について 

当社グループは、既存の事業基盤を拡大するため、あるいは新たな事業における進出・補強等のために、事業戦略

の一環としてＭ＆Ａや資本提携を含む戦略的提携を行う可能性があります。 

Ｍ＆Ａや戦略的提携に際しては十分な検討を行いますが、買収提携後の事業計画が当初計画どおりに進捗しない場

合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

３）公的規制について 

当社グループの行う事業には、貨物自動車運送事業法、貨物利用運送事業法、廃棄物の処理および清掃に関する法

律、建設業法、倉庫業法、関税法、下請代金支払遅延等防止法、労働者派遣法その他の関係法令の適用があり、必要

な事業許認可を受けております。 

また、当社グループは、自らトラック運送を行うとともにこれを外部事業者に委託していることから、排気ガスに

ついて「自動車から排出される窒素酸化物および粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法

（自動車ＮＯｘ・ＰＭ法）」の適用および各都道府県の定める「生活環境保全条例」等の規制の対象となっておりま

す。当社グループといたしましては、環境対策の一貫として積極的に取り組み、規制適合車両への更新等により遵法

を確保する一方、輸配送の合理化・ 適化を推し進め、コストへの影響を 小に止める方針であります。 

これら、当社グループの事業許認可に関して適用のある法令等につきましては、社会情勢の変化等に応じて今後も

適宜、改正ないし解釈の変更等が行われる可能性があります。今後、規制内容の変更が生じた場合には、コストの増

加その他、当社グループの事業展開および業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 
４）国際展開について 

当社グループは、顧客の生産拠点の海外移転等に対応し、日本国外に進出しております。これらの地域への進出に

は以下に掲げるようなリスクが内在しております。 

①政治または法規制の変化 

②急激な経済変動 

③物流インフラ整備の遅延 

④為替レートの大幅な変動 

⑤テロ、戦争、その他の要因による社会的混乱 

 

５）災害等の発生について 

当社グループの物流事業は運送、保管等の物流機能と情報システムによる貨物と情報の一元的な運用により、総合

物流としての事業運営を行っております。当社グループでは貨物の地震対策やシステムデータのバックアップ体制お

よび受託貨物保険や火災、地震災害保険の付保などの対策をとっておりますが、地震・風水害などの天災地変により、

停電・輸送経路の遮断などの事態が発生した場合、物流業務の停滞を招く可能性があります。その場合、当社グルー

プの業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 

６）顧客情報の管理について  

当社グループは、物流業務受託に際し、個人情報を含め多くの顧客情報を取扱っております。コンプライアンスや

個人情報管理の徹底など、社内教育を通じて情報管理に細心の注意を払っておりますが、何らかの事情により情報の

外部漏洩やデータ喪失などの事態が生じた場合、当社グループの社会的信用の低下を招くだけでなく、顧客からの損

害賠償請求を受ける可能性があります。その場合、当社グループの業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があり

ます。 
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２.企業集団の状況 

 
当社グループは、当社、子会社10社および関連会社１社により構成されており、物流ソリューションビジネスを事業の

中核としてお客様の多様化する物流分野でのご要望にお応えするべく、様々な物流サービス事業を行っております。 

なお、当社は、富士電機ホールディングス株式会社と株式会社豊田自動織機の関連会社であります。 

 

 当社グループの事業内容および事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。 

＜国内物流事業＞ 当社は、国内物流子会社４社および関連会社１社と連携し、国内における運送、包装、保管お

よび付随する物流業務の一括アウトソーシングの引受等の物流サービスを行っております。 

＜その他事業＞ 当社は、海外子会社６社と連携し、輸出入貨物取扱業務、海外輸送および海外現地作業等を

行っております。また、国内における物流システムおよび機器・資材の販売等を行っておりま

す。 

 

〔事業系統図〕 

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）上記子会社は、すべて連結子会社であります。 

 

富士電機グループ 顧    客 

〈関連会社〉 

ＴＦロジスティクス㈱ 

〈その他の関係会社〉 

富士電機 

ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 

〈その他の関係会社〉

㈱豊田自動織機 

〈
主
要
株
主
〉 

富士物流㈱ 

〈
主
要
株
主
〉

出資 出資

 

東 京 重 機 運 輸 ㈱ 

エスアイアイ・ロジスティクス㈱ 

富 士 物 流 ｵﾍﾟ ﾚ ｰ ｼ ｮ ﾝ ｽ ﾞ㈱ 

富 士 物 流 サ ポ ー ト ㈱ 

＜子会社＞ 

（国内物流事業） 

＜子会社＞ 

（その他事業） 

富 士 国 際 貨 運 （ 中 国 ）社 

富士物流（大連保税区） 社 

富 士 物 流 （ 上 海 ）社 

富 士 物 流 （ 香 港 ）社 

富 士 物 流 マ レ ー シ ア社 

富 士 物 流 ヨ ー ロ ッ パ社 
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは、総合物流企業として 先端の総合物流サービスを創造し、地域・お客様・パートナーとの信頼関係

を深め、社会に貢献する企業を目指して経営に取り組んでおります。 

当社グループは、「挑戦・変革・行動」の行動指針のもと、真に自立した社会的地位ある企業となり、お客様から頼

られる存在となることを目指しております。 

 

（２）目標とする経営指標 

現在、具体的な経営指標等を有しておりません。ＩＴ革命によるサプライチェーンの急速な進展は、料金収受構造等

を急激に変化させており、現状では同業他社と比較可能な指標の選択あるいは独自の指標の創出は困難なものとなって

おります。 

 

（３）中長期的な経営戦略ならびに会社の対処すべき課題 

当社グループは、平成21年７月29日に中期経営計画（平成21年度～平成23年度）を発表いたしました。 

国内貨物輸送量は引続く逓減傾向に加え、昨今の未曾有の景気後退によってかつてなく減少しており、物流業界各社

はその枠の中で競争を激化させております。一方で荷主企業は本業への集中や海外を含めたサプライチェーンマネジメ

ント（以下ＳＣＭ）の 適化への指向をいっそう強めており、その解法としてのサードパーティーロジスティクス（以

下３ＰＬ）というサービス形態に改めて注目が集まっております。 

厳しい経営環境にありながらも、これまで３ＰＬサービスに注力してきた当社グループにとってこの状況は大いなる

チャンスであり、今後３ＰＬサービスを当社の本業と位置すべく、計画を着実に実践してまいります。 

なお、計画の概要は以下のとおりです。 

Ⅰ．計画理念 

 １．あるべき姿  ：「真に自立した社会的地位ある企業となる」 

 ２．追求する価値 ：「お客様から頼られる存在となる」 

 ３．求められる変革：「量」から「質」への変革 

 ４．５つの風土  ：「お客様指向の会社」「約束を守る会社」「オープンマインドな会社」 

「新しいことにしっかりと向き合える会社」「社員が生き生きと働ける会社」 

 ５．行動指針   ：「挑戦 ・ 変革 ・ 行動」 

Ⅱ．目標値(連結) 

  利益の回復を 優先課題とし、 終年度 営業利益率３％を目指します。 

Ⅲ．計画の概要 

１．３つの計画：厳しい経営環境に立ち向かうべく、今後３年間で以下の３つからなる計画を推進し、すべてのお客

様に 適なＳＣＭの構築を提供します。 

（1)お客様との連携強化：景況悪化による既存の物量減少への対策 

①物量減に応じ体制再編を進める一方で顧客のＳＣＭ 適化のニーズに応え顧客満足を高めます。 

②ＴＰＳ(トヨタ生産方式)による高品位サービス･継続的コスト削減を強みに既存業務の受託領域を拡大させます。 

（2)新たな試練に挑む：グループ発展の要となる３ＰＬサービスの拡大 

①中小口３ＰＬ：当社のノウハウを活かせる「４つの型」に注力して取り組みます。 

※４つの型  ①卸売業に向けた少量多頻度の納品代行 

②ＡＴＭや情報機器などの中量機器の搬入･設置･設定等の一括サービス 

③情報通信機器を中心とした全国24時間での保守部品物流と保守代行 

④海外から日本への調達物流におけるワンストップサービス 

②大口３ＰＬ：アライアンスも含めた富士物流のプラットフォーム化により推進します。 

※富士物流のプラットフォーム化 

荷主各社の物流子会社を富士物流に集約することで富士物流を共通の物流子会社とする考え。 

各子会社では実現できなかった高度な物流体制の確立と、重複部門の削減からなるシナジーを荷主企業・物

流子会社全てで享受する。 

（3)次世代に夢をつなぐ：先進的物流センターの創造に向けた物流技術の開発と運用 

①棚卸ロボットをはじめとしたＲＦＩＤ応用技術の開発･運用を進めます。 

②音声･画像認識技術、情報システム強化、自動化設備など新技術を積極的に導入します。 
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２．国際物流事業の強化：国際一貫物流体制を強化し既存顧客との連携と新規顧客の開拓を促進いたします。 

（1)日本国内と同期し、顧客のＳＣＭ 適化に資した活動に取り組みます。 

（2)同時に、日系企業の調達活動等に重点を置いた新規顧客獲得に積極的に取り組みます。 

（3)中国戦略機能の強化を目的として、富士物流上海代表所を新たに設置します。 

（4)現地スタッフの人材育成･登用を推進します。 

 

３．グループの骨格強化策：上記の３つの計画と国際物流事業の強化を進める素地として以下に取り組み、収益の改

善をはかります。 

（1)収益改善策としてＴＰＳ活動の強化、日々損益管理による経営の見える化、システムによる効率化を推進します。 

（2)人材については総人員を増加させず、闊達なローテーションにより人材を活用します。また人材育成を国際･営

業･合理化に重点を置いて強化します。 

（3)収益改善･サービス向上の要として全社基幹システムの構築や業務システムの強化を進めます。 

（4)継続的なＣＳＲへの取り組みとして、引き続きコンプライアンスの遵守と内部統制の推進、環境負荷軽減等に取

り組みます。 

 

詳細につきましては当社ホームページをご覧下さい。（ http://www.fujibuturyu.co.jp/ ） 

 

 

（４）中期経営計画の進捗状況 

中期経営計画初年度は、景気後退の影響を受け、当社グループを取り巻く経営環境は極めて厳しい状況で推移いたし

ました。初年度の実績と２年目以降の業績予想は以下のとおりです。 

 

                        （単位 百万円） 

 

Ｈ22年３月期 

実 績 

（Ｈ22.4.27発表）

Ｈ23年３月期 

業績予想 

（Ｈ22.4.27発表）

Ｈ24年３月期 

中期経営計画 

（Ｈ21.7.29発表） 

 初年度 ２年目 終年度 

営 業 収 益 ３４，６５４ ３５，０００ ４０，０００ 

営 業 利 益 ５７９ ６５０ １，２００ 

営 業 利 益 率 １．７％ １．９％ ３．０％ 

当 期 純 利 益 １７５ ２５０ ６００ 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,086,912 1,115,558

受取手形及び営業未収入金 9,253,395 9,348,648

原材料及び貯蔵品 162,563 138,994

繰延税金資産 227,873 260,906

預け金 1,031,884 1,120,391

その他 911,149 713,075

貸倒引当金 △4,718 △10,164

流動資産合計 12,669,060 12,687,409

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,809,293 3,507,318

機械装置及び運搬具（純額） 260,607 222,842

土地 5,150,033 5,150,033

その他（純額） 363,384 364,285

有形固定資産合計 9,583,318 9,244,479

無形固定資産   

ソフトウエア 496,172 505,714

のれん 169,245 141,038

その他 67,130 65,060

無形固定資産合計 732,549 711,813

投資その他の資産   

投資有価証券 83,911 83,572

繰延税金資産 945,341 886,532

差入保証金 987,321 1,016,417

その他 38,677 45,642

貸倒引当金 △600 △16,081

投資その他の資産合計 2,054,652 2,016,082

固定資産合計 12,370,520 11,972,375

資産合計 25,039,580 24,659,784
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 5,171,335 5,194,105

短期借入金 3,723,199 3,340,000

未払法人税等 35,138 219,929

役員賞与引当金 16,890 13,028

その他 1,278,132 1,472,982

流動負債合計 10,224,695 10,240,045

固定負債   

長期借入金 1,307,000 951,678

繰延税金負債 95,560 95,560

退職給付引当金 2,171,875 2,104,236

その他 216,615 176,214

固定負債合計 3,791,051 3,327,688

負債合計 14,015,747 13,567,734

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,979,675 2,979,675

資本剰余金 2,595,575 2,595,575

利益剰余金 5,456,753 5,485,822

自己株式 △116,717 △117,809

株主資本合計 10,915,286 10,943,263

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,696 1,299

繰延ヘッジ損益 △26 －

為替換算調整勘定 △59,511 △52,669

評価・換算差額等合計 △69,234 △51,370

少数株主持分 177,781 200,157

純資産合計 11,023,833 11,092,050

負債純資産合計 25,039,580 24,659,784
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業収益 38,750,204 34,654,975

営業原価 35,281,875 31,351,645

営業総利益 3,468,328 3,303,329

販売費及び一般管理費 2,905,189 2,723,996

営業利益 563,139 579,333

営業外収益   

受取利息 5,896 7,101

受取配当金 2,434 2,195

自動販売機設置収入 5,252 4,503

生命保険配当金 2,673 511

還付加算金 － 4,377

その他 30,422 22,731

営業外収益合計 46,678 41,420

営業外費用   

支払利息 59,754 38,434

固定資産処分損 7,475 13,386

為替差損 20,770 32,087

その他 7,790 5,592

営業外費用合計 95,791 89,500

経常利益 514,026 531,253

特別利益   

子会社清算益 8,090 －

特別利益合計 8,090 －

特別損失   

投資有価証券評価損 71,866 18,788

倉庫移転損 15,993 24,537

その他 － 4,785

特別損失合計 87,860 48,111

税金等調整前当期純利益 434,256 483,142

法人税、住民税及び事業税 176,631 263,588

法人税等調整額 148,889 21,739

法人税等合計 325,520 285,327

少数株主利益 5,282 22,375

当期純利益 103,453 175,439
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,979,675 2,979,675

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,979,675 2,979,675

資本剰余金   

前期末残高 2,595,317 2,595,575

当期変動額   

自己株式の処分 257 －

当期変動額合計 257 －

当期末残高 2,595,575 2,595,575

利益剰余金   

前期末残高 5,572,908 5,456,753

当期変動額   

剰余金の配当 △219,607 △146,370

当期純利益 103,453 175,439

当期変動額合計 △116,154 29,068

当期末残高 5,456,753 5,485,822

自己株式   

前期末残高 △114,187 △116,717

当期変動額   

自己株式の取得 △3,329 △1,092

自己株式の処分 799 －

当期変動額合計 △2,529 △1,092

当期末残高 △116,717 △117,809

株主資本合計   

前期末残高 11,033,713 10,915,286

当期変動額   

剰余金の配当 △219,607 △146,370

当期純利益 103,453 175,439

自己株式の取得 △3,329 △1,092

自己株式の処分 1,057 －

当期変動額合計 △118,427 27,976

当期末残高 10,915,286 10,943,263
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △14,336 △9,696

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,639 10,995

当期変動額合計 4,639 10,995

当期末残高 △9,696 1,299

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － △26

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △26 26

当期変動額合計 △26 26

当期末残高 △26 －

為替換算調整勘定   

前期末残高 52,826 △59,511

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △112,337 6,841

当期変動額合計 △112,337 6,841

当期末残高 △59,511 △52,669

評価・換算差額等合計   

前期末残高 38,489 △69,234

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △107,724 17,864

当期変動額合計 △107,724 17,864

当期末残高 △69,234 △51,370

少数株主持分   

前期末残高 176,248 177,781

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,532 22,375

当期変動額合計 1,532 22,375

当期末残高 177,781 200,157

純資産合計   

前期末残高 11,248,452 11,023,833

当期変動額   

剰余金の配当 △219,607 △146,370

当期純利益 103,453 175,439

自己株式の取得 △3,329 △1,092

自己株式の処分 1,057 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △106,191 40,240

当期変動額合計 △224,618 68,216

当期末残高 11,023,833 11,092,050
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 434,256 483,142

減価償却費 832,559 742,555

退職給付引当金の増減額（△は減少） △44,233 △67,639

受取利息及び受取配当金 △8,330 △9,296

支払利息 59,754 38,434

売上債権の増減額（△は増加） 2,230,312 △88,846

仕入債務の増減額（△は減少） △1,634,511 17,891

その他 △103,450 287,642

小計 1,766,357 1,403,884

利息及び配当金の受取額 9,013 7,360

利息の支払額 △63,390 △39,334

法人税等の支払額 △636,469 △105,146

法人税等の還付額 418 165,273

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,075,928 1,432,037

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入 57 －

有形固定資産の取得による支出 △468,268 △212,039

有形固定資産の売却による収入 3,542 6,753

無形固定資産の取得による支出 △172,884 △205,610

その他 △13,568 △21,740

投資活動によるキャッシュ・フロー △651,121 △432,636

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） 240,000 △540,000

長期借入れによる収入 47,000 808,910

長期借入金の返済による支出 △606,398 △1,008,052

自己株式の売却による収入 1,057 －

自己株式の取得による支出 △3,329 △1,092

配当金の支払額 △219,017 △146,754

その他 △3,750 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △544,438 △886,989

現金及び現金同等物に係る換算差額 △60,588 4,741

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △180,220 117,152

現金及び現金同等物の期首残高 2,299,017 2,118,797

現金及び現金同等物の期末残高 2,118,797 2,235,949

富士物流株式会社（9061）　平成22年3月期 決算短信

16



 

 

 

（５）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 
 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

１.会計処理基準の変更 

（会社方針の変更） 

当連結会計年度より、「退職給付に係る会計基準」 の一部改正（その３）（企業会計基準第19号 平成20年７

月31日）を適用しております。なお、この変更による損益への影響はありません。 

  

上記以外は、 近の有価証券証券報告書（平成21年６月25日提出）における記載から重要な変更がないため開示を

省略しております。 

 

（開示の省略） 

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストッ

ク・オプション等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示

を省略しております。 

 

（７）連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報） 

 (1)事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）           （単位：千円） 

 国 内 物 流 そ の 他 計 消去又は全社 連 結

Ⅰ．営業収益及び営業損益  

営 業 収 益           

(1)外部顧客に対する営業収益 30,517,850 8,232,354 38,750,204 － 38,750,204

(2)セグメント間の内部営業収益又は振替高 － 38,387 38,387 △38,387 －

計 30,517,850 8,270,741 38,788,591 △38,387 38,750,204

営 業 費 用          30,020,058 8,205,401 38,225,460 △38,395 38,187,064

営 業 利 益          497,791 65,339 563,131 7 563,139

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出  

資       産 19,378,871 2,845,023 22,223,895 2,815,685 25,039,580

減 価 償 却 費 771,162 63,012 834,175 △1,615 832,559

資 本 的 支 出 417,889 112,243 530,132 △1,607 528,524

（注）  ①事業区分の方法 

事業は、営業収益集計区分によって区分しております。 

  ②各事業区分の主な事業内容は下記のとおりであります。 

 ＜国内物流事業＞ 国内における運送、包装、保管事業 

 ＜その他事業＞         海外との輸出入貨物取扱事業及び海外現地物流事業 

                  物流システム及び機器・資材の販売業 

③資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は2,840,025千円であります。その主な 

内容は当社の余資運用資金（預金・預け金）及び繰延税金資産であります。 
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）           （単位：千円） 

 国 内 物 流 そ の 他 計 消去又は全社 連 結

Ⅰ． 営業収益及び営業損益  

 営 業 収 益           

(1) 外部顧客に対する営業収益 27,238,472 7,416,503 34,654,975 － 34,654,975

(2) セグメント間の内部営業収益又は振替高 － 20,386 20,386 △20,386 －

 計 27,238,472 7,436,889 34,675,362 △20,386 34,654,975

 営 業 費 用          26,929,052 7,167,838 34,096,891 △21,248 34,075,642

 営 業 利 益          309,419 269,051 578,471 861 579,333

Ⅱ． 資産、減価償却費及び資本的支出  

 資       産 19,002,873 2,869,989 21,872,862 2,786,921 24,659,784

 減 価 償 却 費 681,290 62,303 743,593 △1,037 742,555

 資 本 的 支 出 376,209 59,174 435,383 △175 435,207

（注）  ①事業区分の方法 

事業は、営業収益集計区分によって区分しております。 

  ②各事業区分の主な事業内容は下記のとおりであります。 

 ＜国内物流事業＞ 国内における運送、包装、保管事業 

 ＜その他事業＞         海外との輸出入貨物取扱事業及び海外現地物流事業 

                  物流システム及び機器・資材の販売業 

③資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は2,790,553千円であります。その主な 

内容は当社の余資運用資金（預金・預け金）及び繰延税金資産であります。 

 
(2)所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 本邦の営業収益及び資産の金額は、全セグメントの営業収益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計

額に占める割合がいずれも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。 

当連結会計年度（自 平成21年 ４月１日 至 平成22年 ３月31日） 

本邦の営業収益及び資産の金額は、全セグメントの営業収益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計

額に占める割合がいずれも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。 

 

(3)海外売上高 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

海外売上高は連結営業収益の１０％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

海外売上高は連結営業収益の１０％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 
（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
自 平成20年 ４月１日 
至 平成21年 ３月31日 

当連結会計年度 
自 平成21年 ４月１日 
至 平成22年 ３月31日 

１株当たり純資産額 444.58円 １株当たり純資産額 446.56円

１株当たり当期純利益金額 4.24円 １株当たり当期純利益金額 7.19円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。 

 

（注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前連結会計年度 
自 平成20年 ４月１日 
至 平成21年 ３月31日 

当連結会計年度 
自 平成21年 ４月１日 
至 平成22年 ３月31日 

当期純利益（千円） 103,453 175,439 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 103,453 175,439 

期中平均株式数（千株） 24,398 24,393 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 634,926 522,721

受取手形 604,155 379,595

営業未収入金 7,744,577 7,879,085

原材料及び貯蔵品 148,021 124,207

前払費用 306,886 301,189

繰延税金資産 152,844 175,437

預け金 1,031,884 1,120,391

未収入金 503,544 362,838

その他 186,768 159,743

貸倒引当金 △700 △5,400

流動資産合計 11,312,908 11,019,812

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,568,931 3,284,566

構築物（純額） 76,564 71,509

機械及び装置（純額） 144,075 145,058

車両運搬具（純額） 60,713 40,759

工具、器具及び備品（純額） 325,321 328,106

土地 4,401,328 4,401,328

有形固定資産合計 8,576,935 8,271,328

無形固定資産   

借地権 22,119 22,119

ソフトウエア 465,593 478,238

電話加入権 33,099 33,099

商標権 5,285 4,246

その他 4,749 3,717

無形固定資産合計 530,846 541,421

投資その他の資産   

投資有価証券 83,911 83,572

関係会社株式 1,369,050 1,369,050

出資金 4,510 4,510

長期前払費用 566 263

繰延税金資産 942,322 883,842

差入保証金 961,371 990,107

その他 28,847 36,671

貸倒引当金 － △16,081

投資その他の資産合計 3,390,580 3,351,936

固定資産合計 12,498,363 12,164,685

資産合計 23,811,271 23,184,497
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 433,377 370,226

営業未払金 4,490,819 4,476,306

短期借入金 2,600,000 2,100,000

1年内返済予定の長期借入金 1,000,000 1,160,000

未払金 374,199 544,432

未払費用 397,243 401,601

未払法人税等 28,106 145,695

未払消費税等 16,253 21,422

前受金 73,693 59,099

預り金 91,316 74,185

役員賞与引当金 16,890 13,028

その他 7,797 16,508

流動負債合計 9,529,697 9,382,505

固定負債   

長期借入金 1,260,000 900,000

退職給付引当金 2,074,687 1,998,992

その他 210,737 173,117

固定負債合計 3,545,424 3,072,109

負債合計 13,075,122 12,454,615

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,979,675 2,979,675

資本剰余金   

資本準備金 2,595,155 2,595,155

その他資本剰余金 420 420

資本剰余金合計 2,595,575 2,595,575

利益剰余金   

利益準備金 282,984 282,984

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金 9,604 8,563

別途積立金 3,314,000 3,314,000

繰越利益剰余金 1,680,750 1,665,594

利益剰余金合計 5,287,339 5,271,143

自己株式 △116,717 △117,809

株主資本合計 10,745,872 10,728,583

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,696 1,299

繰延ヘッジ損益 △26 －

評価・換算差額等合計 △9,723 1,299

純資産合計 10,736,148 10,729,882

負債純資産合計 23,811,271 23,184,497
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業収益   

運送事業収益 14,461,956 13,128,364

包装事業収益 4,692,006 3,842,635

保管事業収益 9,407,366 8,635,488

その他の営業収益 5,632,348 5,288,642

営業収益合計 34,193,677 30,895,130

営業原価   

運送事業費 13,046,891 11,787,574

包装事業費 4,036,750 3,229,599

保管事業費 8,900,408 8,428,171

その他事業費 5,235,660 4,686,242

営業原価合計 31,219,710 28,131,588

営業総利益 2,973,966 2,763,542

販売費及び一般管理費   

人件費 1,623,618 1,595,364

賃借料 105,193 118,596

旅費及び交通費 104,031 57,858

減価償却費 100,934 94,308

その他 540,028 510,238

販売費及び一般管理費合計 2,473,806 2,376,365

営業利益 500,160 387,176

営業外収益   

受取利息 4,570 8,840

受取配当金 46,922 28,259

生命保険配当金 2,673 511

経営指導料 － 14,339

その他 34,832 24,387

営業外収益合計 88,998 76,338

営業外費用   

支払利息 56,426 36,354

為替差損 7,013 23,178

固定資産処分損 6,926 13,032

その他 4,480 3,897

営業外費用合計 74,846 76,462

経常利益 514,312 387,052

特別損失   

投資有価証券評価損 71,866 18,788

関係会社株式評価損 49,000 －

倉庫移転損 － 20,889

その他 － 4,785

特別損失合計 120,866 44,463

税引前当期純利益 393,445 342,589

法人税、住民税及び事業税 133,000 184,000

法人税等調整額 96,430 28,415

法人税等合計 229,430 212,415

当期純利益 164,014 130,174
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,979,675 2,979,675

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,979,675 2,979,675

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,595,155 2,595,155

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,595,155 2,595,155

その他資本剰余金   

前期末残高 162 420

当期変動額   

自己株式の処分 257 －

当期変動額合計 257 －

当期末残高 420 420

資本剰余金合計   

前期末残高 2,595,317 2,595,575

当期変動額   

自己株式の処分 257 －

当期変動額合計 257 －

当期末残高 2,595,575 2,595,575

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 282,984 282,984

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 282,984 282,984

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金   

前期末残高 12,411 9,604

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 △2,806 △1,040

当期変動額合計 △2,806 △1,040

当期末残高 9,604 8,563

別途積立金   

前期末残高 3,314,000 3,314,000

富士物流株式会社（9061）　平成22年3月期 決算短信

22



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,314,000 3,314,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,733,536 1,680,750

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 2,806 1,040

剰余金の配当 △219,607 △146,370

当期純利益 164,014 130,174

当期変動額合計 △52,786 △15,155

当期末残高 1,680,750 1,665,594

利益剰余金合計   

前期末残高 5,342,932 5,287,339

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △219,607 △146,370

当期純利益 164,014 130,174

当期変動額合計 △55,593 △16,196

当期末残高 5,287,339 5,271,143

自己株式   

前期末残高 △114,187 △116,717

当期変動額   

自己株式の取得 △3,329 △1,092

自己株式の処分 799 －

当期変動額合計 △2,529 △1,092

当期末残高 △116,717 △117,809

株主資本合計   

前期末残高 10,803,737 10,745,872

当期変動額   

剰余金の配当 △219,607 △146,370

当期純利益 164,014 130,174

自己株式の取得 △3,329 △1,092

自己株式の処分 1,057 －

当期変動額合計 △57,865 △17,288

当期末残高 10,745,872 10,728,583
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △14,336 △9,696

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,639 10,995

当期変動額合計 4,639 10,995

当期末残高 △9,696 1,299

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － △26

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △26 26

当期変動額合計 △26 26

当期末残高 △26 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △14,336 △9,723

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,612 11,022

当期変動額合計 4,612 11,022

当期末残高 △9,723 1,299

純資産合計   

前期末残高 10,789,401 10,736,148

当期変動額   

剰余金の配当 △219,607 △146,370

当期純利益 164,014 130,174

自己株式の取得 △3,329 △1,092

自己株式の処分 1,057 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,612 11,022

当期変動額合計 △53,252 △6,266

当期末残高 10,736,148 10,729,882

富士物流株式会社（9061）　平成22年3月期 決算短信

24



 

（４）継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 
 
 
 

６.その他  

（１）役員の異動 

役員の異動に関しましては、現在、未定であります。決定次第、発表いたします。 

 

 

（２）その他 

  該当事項はありません。 
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 フジパックンとロージーは当社のキャラクターです。 

 

   9061 富士物流株式会社  2010 年 3 月期（09/4～10/3）決算短信（連結） 
 

  第 1 四半期 第 2 四半期(累計) 第 3 四半期(累計) 年 間 2011.3 月期業績予想 

  09.3月期 10.3月期 09.3月期 10.3月期 09.3月期 10.3月期 09.3月期 10.3月期  第 2四半期
(累計) 

 年間  

  
(08.4～

08.6) 

(09.4～

09.6) 

(08.4～

08.9) 

(09.4～

09.9) 

(08.4～

08.12) 

(09.4～

09.12) 

(08.4～

09.3) 

(09.4～

10.3) 

対前期 

増 減 

(10.4～

10.9) 

対前期 

増 減 

(10.4～

11.3) 

対前期 

増 減 

   実 績 実 績 実 績 実 績 実 績 実 績 実 績 実 績  業績予想  業績予想  

営業収益 (百万円) 10,402 8,174 20,600 16,688 30,242 25,508 38,750 34,654 △4,095 16,800 111 35,000 345 

 一般顧客 (百万円) 5,115 3,959 10,308 8,259 15,317 12,809 19,615 17,421 △2,193 9,000 740 18,700 1,278 

 （構成比） (％) 49.2 48.4 50.0 49.5 50.6 50.2 50.6 50.3 △0.3 53.6 4.1 53.4 3.2 

 富士電機ｸﾞﾙｰﾌﾟ (百万円) 5,286 4,214 10,291 8,429 14,925 12,698 19,134 17,233 △1,901 7,800 △629 16,300 △933 

 （構成比） (％) 50.8 51.6 50.0 50.5 49.4 49.8 49.4 49.7 0.3 46.4 △4.1 46.6 △3.2 

営業利益 (百万円) 323 △55 475 38 551 249 563 579 16 200 161 650 70 

経常利益 (百万円) 306 △67 447 3 517 209 514 531 17 190 186 630 98 

当期(四半期)純損益 (百万円) 127 △65 176 △55 186 41 103 175 71 30 85 250 74 

1 株当たり当期(四半期)純損益 (円) 5.21 △2.70 7.22 △2.25 7.65 1.68 4.24 7.19 2.95 1.23 3.48 10.25 3.06 

1 株当たり当期(中間)配当額 (円) － － 4.00 3.00 － － 7.00 7.00 － 3.00 － 7.00 － 

総資産額 (百万円) 27,185 24,691 26,415 24,837 26,293 24,307 25,039 24,659 △379   

純資産額 (百万円) 11,220 10,923 11,282 10,937 11,157 10,942 11,023 11,092 68   

自己資本比率 （％） 40.6 43.5 42.0 43.3 41.7 44.2 43.3 44.2 0.9   

1 株当たり純資産額 (円) 452.63 440.20 455.09 440.61 449.88 440.62 444.58 446.56 1.98   

利益剰余金 (百万円) 5,577 5,317 5,627 5,328 5,539 5,351 5,456 5,485 29   

有利子負債 (百万円) 5,413 5,278 4,882 5,124 5,060 4,380 5,030 4,291 △738   

営業 CF (百万円) △180 △29 444 827 312 1,140 1,075 1,432 356   

投資 CF (百万円) △177 △190 △385 △249 △483 △358 △651 △432 218   

財務 CF (百万円) △64 171 △596 17 △515 △796 △544 △886 △342   

現金同等物 (百万円) 1,848 2,084 1,754 2,727 1,588 2,104 2,118 2,235 117   

設備投資額 (百万円) 131 60 294 200 389 275 528 435 △93   

減価償却費 (百万円) 199 180 408 363 620 549 832 742 △89   

従業員数 (人) 1,057 1,031 1,062 1,048 1,061 1,038 1,038 1,033 △5   

注１．業績予想については、当社が現時点で合理的と判断した一定の前提に基づいたものであり、実際の業績は見通しと異なることがありえます。 
注２．１株当たり当期純利益の算出にあたり、予想値については 2010 年３月期末の期末発行済株式数（自己株式数を除く）を使用しております。 

（単位：百万円） 
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