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四半期報告書提出予定日 平成22年８月12日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有・無 

四半期決算説明会開催の有無 ：有・無 

（百万円未満切捨て） 
１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月1日～平成22年６月30日） 
（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        ％

23年３月期第１四半期 8,633   5.6 218  － 211  －  66  － 
22年３月期第１四半期 8,174 △21.4 △55  － △67  －  △65  － 

 

 
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

23年３月期第１四半期 2.72 －  
22年３月期第１四半期 △2.70 －  

 
（２）連結財政状態 

 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

23年３月期第１四半期 24,088 11,063 45.1 445.30
22年３月期 24,659 11,092 44.2 446.56

(参考)自己資本 23年３月期第１四半期 10,860百万円 22年３月期 10,891 百万円 

 
２．配当の状況 

年間配当金    
 

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   

22年３月期 －  3.00 －  4.00 7.00   

23年３月期 －      

23年３月期(予想)  0.00 － 0.00 0.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：有・無 

詳細につきましては、本日(平成 22 年７月 30 日）公表の「平成 23 年３月期配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧

ください。 

 
３．平成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(累計)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(累計) 17,300  3.7 360 824.0 340  － 130  －  5.33
通  期 35,000  1.0 650  12.2 630 18.6 250 42.5 10.25

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有・無 
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４．その他  （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。） 

 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：有・無 

 新規   社 (社名)  、除外   社 (社名)  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有・無 

（注）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の有無となります。 
 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有・無 

② ①以外の変更 ：有・無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 
 

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 24,970,000株 22年３月期 24,970,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 579,610株 22年３月期 579,352株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 24,390,562株 22年３月期１Ｑ 24,395,857株

 
 
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信
の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

 
 
※ 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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信
（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

 

 

 



 
フジパックンとロージーは当社のキャラクターです。 
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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. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 

当第１四半期連結会計期間における日本経済は、海外景気の緩やかな回復を背景に外需を中心として一部
に持ち直しの動きが見られたものの、不安定な雇用情勢やデフレ継続による企業収益力の下押し圧力により、
先行き不透明な状況で推移いたしました。 
 
物流業界におきましては、国際貨物輸送量については回復傾向となったものの、国内貨物輸送量について

は内需に大幅な回復が見られず、依然として減少傾向で推移するなど、引き続き厳しい経営環境となりまし
た。 
 
このような中、当社グループは、平成 21 年７月 29 日に発表いたしました中期経営計画（平成 21 年度～平

成 23 年度）の中間年を迎えました。「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。 
 
第１四半期の連結業績は以下のとおりです。 
 
営業収益は、前年同期より４億 59 百万円増加し、86 億 33 百万円(対前年同期比 5.6％増)となりました。 
 
当社グループは、当第１四半期連結会計期間より国内における運送、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う「国内物流事業」と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う「国際物流事業」の２つを報告セグメントとし、これら２つのセグメントに含
まれない事業を「その他事業」といたしました。セグメント別の状況は以下のとおりです。 

 
《国内物流事業》 

一般顧客向けの営業収益は、情報機器関連の取扱高が低調となりましたが、工業用ミシンや産業装置関
連の取扱高が復調し、衛生管理製品や化粧品通販関連が堅調に推移しました。 
富士電機グループ向けの営業収益は、自動販売機関連は横ばい、発電変電プラント関連は低調となり

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回復基調となりました。 
この結果、国内物流事業の営業収益は、65 億 65 百万円となりました。 

 
《国際物流事業》 

一般顧客向けの営業収益は、工業用ミシンや産業装置関連の取扱高が復調し、医療用機器の輸出入業務や
海外向けトラクターの取扱高が堅調に推移しました。 
富士電機グループ向けの営業収益は、発電変電プラント関連は低調となりましたが、磁気記録媒体お

よび半導体などの取扱高は回復基調となりました。 
この結果、国際物流事業の営業収益は、18 億９百万円となりました。 
 

《その他事業》 
その他事業の営業収益は、２億 57 百万円となりました。 

 
営業利益は、前連結会計年度より継続して取り組んでまいりました損益改善施策による原価低減、効率化

が奏効し、前年同期より２億 74 百万円増加し、２億 18 百万円となりました。 
 
経常利益は、前年同期より２億 78 百万円増加し、２億 11 百万円となりました。 

 
四半期純利益は、特別損失に資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額65百万円を計上いたしましたが、

前年同期より１億32百万円増加し、66百万円となりました。 
 

＜顧客グループ別の連結営業収益実績＞                    （単位：百万円） 

平成 22 年 3 月期第 1 四半期 平成 23 年 3 月期第 1 四半期 増減 
顧 客 

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 増減率(%)

一 般 顧 客 ３，９５９ ４８．４ ４，４２７ ５１．３ ４６８ １１．８

富士電機グループ ４，２１４ ５１．６ ４，２０５ ４８．７ △９ △０．２
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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）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末の総資産額は 240 億 88 百万円となり、前期末に比べ５億 71 百万円減少しました。 
これは主に、受取手形及び営業未収入金の減少によるものです。 

 
連結キャッシュ・フローの状況 
当第１四半期末における現金および現金同等物は、20 億 63 百万円となり、前期末より 1 億 72 百万円減

少いたしました。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す。 
 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は２億 94 百万円の収入（前年同期は 29 百万円の支出）となり

ました。これは主に、税金等調整前四半期純利益１億 45 百万円、減価償却費１億 70 百万円の計上による
ものです。 
＜投資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」は1億21百万円の支出（前年同期は１億90百万円の支出）となりまし

た。これは主に、物流センター内設備等の購入によるものです。 
＜財務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」は３億 48 百万円の支出（前年同期は１億 71 百万円の収入）と
なりました。これは主に、短期借入金の減少１億 70 百万円によるものです。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 
通期の業績予想は、2010 年 4 月 27 日に発表した数値から変更ありません。また、第 2四半期累計の業績

予想は、2010 年７月 26 日に発表した数値から変更ありません。 

 

＜第２四半期累計連結業績予想＞                        （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 １６，６８８ １７，３００ ６１１ ３．７

営 業 利 益 ３８ ３６０ ３２１ ８２４．０

経 常 利 益 ３ ３４０ ３３６ －

四半期純利益 △５５ １３０ １８５ －

＜通期連結業績予想＞                             （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

 

２．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 
 

（２）簡便な会計処理および特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。 
 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更 

◎資産除去債務に関する会計基準の適用 
当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平

成 20 年３月 31 日）および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第 21 号 平成 20 年３月 31 日）を適用しております。これにより営業利益、経常利益がそれぞれ
１百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が 66 百万円減少しております。また、当会計基準等
の適用開始による資産除去債務の変動額は 86 百万円であります。 

 

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,074,219 1,115,558

受取手形及び営業未収入金 9,113,208 9,348,648

預け金 989,680 1,120,391

その他 1,023,417 1,112,976

貸倒引当金 △11,435 △10,164

流動資産合計 12,189,090 12,687,409

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,459,287 3,507,318

土地 5,150,033 5,150,033

その他（純額） 571,448 587,127

有形固定資産合計 9,180,768 9,244,479

無形固定資産   

のれん 133,986 141,038

その他 569,130 570,774

無形固定資産合計 703,116 711,813

投資その他の資産   

その他 2,031,868 2,032,164

貸倒引当金 △16,081 △16,081

投資その他の資産合計 2,015,786 2,016,082

固定資産合計 11,899,672 11,972,375

資産合計 24,088,762 24,659,784

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 5,110,217 5,194,105

短期借入金 3,340,000 3,340,000

役員賞与引当金 3,381 13,028

その他 1,392,131 1,692,911

流動負債合計 9,845,729 10,240,045

固定負債   

長期借入金 707,113 951,678

退職給付引当金 2,121,304 2,104,236

その他 351,312 271,774

固定負債合計 3,179,730 3,327,688

負債合計 13,025,460 13,567,734
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

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 5,454,543 5,485,822

自己株式 △117,856 △117,809

株主資本合計 10,911,937 10,943,263

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,332 1,299

為替換算調整勘定 △47,620 △52,669

評価・換算差額等合計 △50,952 △51,370

少数株主持分 202,317 200,157

純資産合計 11,063,302 11,092,050

負債純資産合計 24,088,762 24,659,784
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業収益 8,174,058 8,633,132

営業原価 7,546,861 7,736,475

営業総利益 627,196 896,656

販売費及び一般管理費 682,719 678,096

営業利益又は営業損失（△） △55,523 218,559

営業外収益   

保険配当金 511 5,752

その他 9,269 10,051

営業外収益合計 9,781 15,803

営業外費用   

支払利息 10,650 8,062

為替差損 9,392 14,134

その他 1,569 1,142

営業外費用合計 21,612 23,339

経常利益又は経常損失（△） △67,354 211,024

特別損失   

投資有価証券評価損 8,945 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 65,596

特別損失合計 8,945 65,596

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（△）

△76,299 145,427

法人税、住民税及び事業税 9,580 31,487

法人税等還付税額 △15,037 －

法人税等調整額 △12,009 40,021

法人税等合計 △17,466 71,509

少数株主損益調整前四半期純利益 － 73,918

少数株主利益 7,117 7,634

四半期純利益又は四半期純損失（△） △65,951 66,283

富士物流株式会社（9061）平成23年3月期 第1四半期決算短信

6



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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（△）

△76,299 145,427

減価償却費 180,248 170,966

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 65,596

退職給付引当金の増減額（△は減少） 42,977 17,068

受取利息及び受取配当金 △2,150 △1,857

支払利息 10,650 8,062

売上債権の増減額（△は増加） 270,283 246,224

仕入債務の増減額（△は減少） △357,959 △95,772

その他 △76,078 △86,379

小計 △8,328 469,336

利息及び配当金の受取額 3,194 4,837

利息の支払額 △8,610 △7,651

法人税等の支払額 △15,350 △171,996

営業活動によるキャッシュ・フロー △29,094 294,526

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 △50,879 △103,168

無形固定資産の取得による支出 △65,515 △23,074

その他 △74,249 4,292

投資活動によるキャッシュ・フロー △190,644 △121,950

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） 300,000 △170,000

長期借入金の返済による支出 △55,068 △75,000

自己株式の取得による支出 △169 △46

配当金の支払額 △73,381 △97,590

その他 － △5,475

財務活動によるキャッシュ・フロー 171,381 △348,112

現金及び現金同等物に係る換算差額 14,509 3,486

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △33,849 △172,049

現金及び現金同等物の期首残高 2,118,797 2,235,949

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,084,948 2,063,899
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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。 

（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）セグメント情報 

  【事業の種類別セグメント情報】 

   前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

                                              （単位：千円） 

 国内物流 その他 計 消去又は全社 連結 

営業収益   

(1)外部顧客に対する営業収益 6,322,515 1,851,542 8,174,058 － 8,174,058

(2)セグメント間の内部営業収益又は振替 － 4,613 4,613 △4,613 －

計 6,322,515 1,856,155 8,178,671 △4,613 8,174,058

営  業  利  益 △87,130 31,367 △55,763 239 △55,523

  （注）事業区分は営業収益の集計区分によっております。 

 

  【所在地別セグメント情報】 

   前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

    本邦の営業収益は、全セグメントの営業収益の合計に占める割合が 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。 

 

  【海外売上高】 

   前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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。 
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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。 

【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

当社は、物流ソリューションビジネスを事業の中核として、国内外において様々な物流サービス事業を

行っており、「国内物流事業」および「国際物流事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「国内物流事業」は、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。 

「国際物流事業」は、海外との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。 

 

２．報告セグメントごとの営業収益および利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成 22 年４月１日 至平成 22 年６月 30 日） 

（単位：千円） 

報告セグメント 

 

国内物流 国際物流 計 

その他

（注１）
合計 

調整額 

（注２）

 

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注３） 

営業収益    

外部顧客への 

営業収益 
6,565,612 1,809,532 8,375,145 257,986 8,633,132 － 8,633,132

セグメント間の 

内部営業収益又は

振替高 

－ － － 4,715 4,715 △4,715 －

計 6,565,612 1,809,532 8,375,145 262,701 8,637,847 △4,715 8,633,132

セグメント利益 120,050 83,025 203,075 15,371 218,446 112 218,559

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流システムおよ

び機材・資材の販売事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額 112 千円には、セグメント間取引消去 112 千円が含まれております。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第

17 号 平成 21 年３月 27 日）および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第 20 号 平成 20 年３月 21 日）を適用しております。 

 

 

（６）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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フジパックンとロージーは当社のキャラクターです。 

４. 補足情報  

ハイライト情報 

 

  第 1 四半期 第 2 四半期（累計） 年 間 

  10.3 月期 11.3 月期  10.3 月期 11.3 月期 10.3 月期 11.3 月期

  
(09.4～

09.6) 

(10.4～

10.6) 
増 減 

(09.4～

09.9) 

(10.4～

10.9) 

(09.4～

10.3) 

(10.4～

11.3) 

  実 績 実 績  実 績 業績予想 実 績 業績予想 

営業収益 (百万円) 8,174 8,633 459 16,688 17,300 34,654 35,000

 一般顧客 (百万円) 3,959 4,427 468 8,259 9,000 17,421 18,700

   （構成比） (％) 48.4 51.3 2.9 49.5 52.0 50.3 53.4

 富士電機ｸﾞﾙｰﾌﾟ (百万円) 4,214 4,205 △9 8,429 8,300 17,233 16,300

   （構成比） (％) 51.6 48.7 △2.9 50.5 48.0 49.7 46.6

営業損益 (百万円) △55 218 274 38 360 579 650

経常損益 (百万円) △67 211 278 3 340 531 630

当期(四半期)純損益 (百万円) △65 66 132 △55 130 175 250

1 株当たり 

当期(四半期)純損益 
(円) △2.70 2.72 5.42 △2.25 5.33 7.19 10.25

1 株当たり当期 

(四半期)配当額 
(円) － － － 3.00 0.00 7.00 0.00

総資産額 (百万円) 24,691 24,088 △602 24,837  24,659

純資産額 (百万円) 10,923 11,063 139 10,937  11,092

自己資本比率 （％） 43.5 45.1 1.6 43.3  44.2

1株当たり純資産額 (円) 440.20 445.30 5.10 440.61  446.56

利益剰余金 (百万円) 5,317 5,454 136 5,328  5,485

有利子負債 (百万円) 5,278 4,047 △1,231 5,124  4,291

営業 CF (百万円) △29 294 827  1,432

投資 CF (百万円) △190 △121 △249  △432

財務 CF (百万円) 171 △348 17  △886

現金同等物 (百万円) 2,084 2,063 △21 2,727  2,235

設備投資額 (百万円) 60 79 19 200  435

減価償却費 (百万円) 180 170 △9 363  742

従業員数 (人) 1,031 1,028 △3 1,048  1,033

注１．通期の業績予想は、2010 年 4 月 27 日に発表した数値から変更ありません。また、第 2 四半期累計の業績予想は、 

2010 年７月 26 日に発表した数値から変更ありません。 

２．2010 年７月 30 日付で配当（中間・期末）予想を修正しております。 

３．１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。 

４．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、上記予想に関する事項は、添付資料の３ページをご覧下さい。 
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