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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)

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 ％

23年３月期第１四半期 62,933 14.8 3,831 24.5 3,903 19.7 1,820 △9.5

22年３月期第１四半期 54,812 △13.0 3,076 38.8 3,261 37.5 2,011 37.4

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 7 16 ―

22年３月期第１四半期 7 89 ―

 (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 364,256 172,415 46.4 667 33

22年３月期 368,887 174,140 46.3 670 36

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 168,974百万円 22年３月期 170,825百万円

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 ― 4 00 ― 4 00 8 00

23年３月期 ―

23年３月期(予想) 4 00 ― 4 00 8 00

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)

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

第２四半期(累計) 127,000 16.1 6,900 20.1 7,000 19.6 4,100 19.0 16 19

通期 257,300 8.2 13,000 3.8 13,000 2.1 7,100 △5.9 28 04

T025175
FASF会員マーク



 

 
（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） 

 
  

・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おりませ

ん。 

・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。 

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 ： 無

（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

（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

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 278,851,815株 22年３月期 278,851,815株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 25,639,891株 22年３月期 24,026,152株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 254,285,559株 22年３月期１Ｑ 254,840,131株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、海外経済の回復等を背景に企業収益に改善が見ら

れ、緩やかな回復基調で推移してまいりました。 

貨物自動車運送業界におきましては、景気動向を反映し、貨物取扱量は、持ち直しの感はありました

が、激しさを増す同業者間競争により引き続き厳しい状況下にありました。 

このような状況のもと当社グループでは、企業間物流の強化、国際事業及び３ＰＬ事業の拡大を基本

に、諸施策を展開してまいりました。 

以上の結果、連結売上高は629億33百万円（前年同四半期比14.8％増）、営業利益は38億31百万円（前

年同四半期比24.5％増）となり、経常利益は39億3百万円（前年同四半期比19.7％増）となりましたが、

資産除去債務に関する会計基準の適用に伴う影響額の発生等により四半期純利益は18億20百万円（前年同

四半期比9.5％減）となりました。 

当第1四半期連結会計期間におけるセグメント別の状況は以下のとおりとなりました。 

運送事業におきましては、新規顧客の獲得とあわせて既存顧客の見直しを進めるとともに、翌日配達網

の拡大による輸送サービスの充実に努め、売上高は566億90百万円（前年同四半期比14.0％増）、営業利

益は35億1百万円（前年同四半期比23.5％増）となりました。なお当連結会計年度から、従来流通加工事

業に含めて表示しておりました国際事業を区分して表示することとし、国際事業におきましては、通関収

入が堅調に推移し、売上高は6億52百万円、営業利益は94百万円となり、流通加工事業におきましては、

３ＰＬ事業の拡大から売上高は27億91百万円、営業利益は2億54百万円となりました。また、その他事業

におきましては、賃貸施設の拡大に伴い、売上高は27億99百万円（前年同四半期比29.1％増）、営業利益

は9億96百万円（前年同四半期比111.7％増）となりました。  

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて46億31百万円減少し3,642億56百

万円となりました。これは主に現金及び預金、受取手形及び売掛金が減少したことにより流動資産が9億

79百万円、投資有価証券の減少などにより固定資産が36億51百万円減少したことによります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて29億6百万円減少し1,918億41百万円となりました。これは主

に、長期借入金の増加などにより固定負債が52億89百万円増加した反面、１年内返済予定の長期借入金の

減少などにより流動負債が81億95百万円減少したことによります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて17億24百万円減少し1,724億15百万円となりました。これは主

に、その他有価証券評価差額金の減少により評価・換算差額等が19億41百万円減少したことによります。

（キュッシ・フローの状況） 

当第１四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5億82百万円増加

し250億87百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前四半期純利益、減損損失がそれぞれ増加した

反面、法人税等の支払額が増加したことにより32億51百万円（前年同四半期比43.7％減）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、主に定期預金の払戻による収入が増加した反面、定期預金の預

入による支出及び有形固定資産の取得による支出が増加したことにより55億6百万円（前年同四半期比

330.2％増）の資金支出となりました。 

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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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財務活動によるキャッシュ・フローは、主にセール・アンド・リースバックによる収入が発生した反

面、自己株式の取得による支出及びリース債務の返済による支出が発生したことにより20億18百万円（前

年同四半期比77.0％増）の資金支出となりました。 

  

平成22年５月13日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきまして

は、本日発表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しておりますので、ご参

照ください。 

  
  

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１四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のと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年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。 

③法人税等並びに繰延税金資産およ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する方法によっております。 

  

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）及び「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、営業利益及び経常利益はそれぞれ14百万円減少しており、税金等調整前四半期純利益が

113百万円減少しております。 

また、当該会計基準及び同適用指針の適用開始による資産除去債務の変動額は軽微であります。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

福山通運㈱（9075）平成23年３月期第１四半期決算短信

－3－



3. 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 33,798 35,149

受取手形及び売掛金 32,853 33,935

繰延税金資産 2,401 1,917

その他 3,380 2,464

貸倒引当金 △93 △147

流動資産合計 72,340 73,320

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 198,790 198,097

減価償却累計額 △125,720 △124,740

建物及び構築物（純額） 73,069 73,356

機械装置及び運搬具 50,499 49,648

減価償却累計額 △42,642 △42,566

機械装置及び運搬具（純額） 7,856 7,082

工具、器具及び備品 12,513 12,415

減価償却累計額 △10,230 △10,108

工具、器具及び備品（純額） 2,283 2,307

土地 177,093 177,488

建設仮勘定 2,591 3,426

有形固定資産合計 262,894 263,660

無形固定資産

その他 2,152 2,124

無形固定資産合計 2,152 2,124

投資その他の資産

投資有価証券 22,161 25,123

繰延税金資産 1,157 1,091

その他 3,707 3,766

貸倒引当金 △157 △198

投資その他の資産合計 26,869 29,782

固定資産合計 291,916 295,567

資産合計 364,256 368,887
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（単位：百万円）

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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 16,578 17,650

短期借入金 12,800 12,300

1年内償還予定の社債 280 280

1年内返済予定の長期借入金 6,589 13,566

リース債務 1,202 987

未払法人税等 1,842 4,217

賞与引当金 4,860 3,362

その他 14,042 14,028

流動負債合計 58,196 66,392

固定負債

社債 10,000 10,140

転換社債型新株予約権付社債 23,530 23,502

長期借入金 38,429 32,247

リース債務 3,516 3,603

再評価に係る繰延税金負債 31,325 31,326

退職給付引当金 14,648 14,470

負ののれん 207 219

その他 11,986 12,845

固定負債合計 133,644 128,354

負債合計 191,841 194,747

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 83,832 83,030

自己株式 △10,993 △10,282

株主資本合計 140,257 140,165

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,292 4,233

土地再評価差額金 26,424 26,425

為替換算調整勘定 △0 △0

評価・換算差額等合計 28,717 30,659

少数株主持分 3,440 3,315

純資産合計 172,415 174,140

負債純資産合計 364,256 368,887
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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：百万円）

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)

売上高 54,812 62,933

売上原価 50,846 57,987

売上総利益 3,966 4,946

販売費及び一般管理費 889 1,114

営業利益 3,076 3,831

営業外収益

受取利息 0 9

受取配当金 254 245

有価証券売却益 5 0

金利スワップ評価益 49 －

負ののれん償却額 － 12

その他 64 101

営業外収益合計 374 368

営業外費用

支払利息 166 184

金利スワップ評価損 － 81

その他 23 30

営業外費用合計 190 296

経常利益 3,261 3,903

特別利益

固定資産売却益 0 95

貸倒引当金戻入額 － 93

特別利益合計 0 189

特別損失

固定資産売却損 － 1

固定資産除却損 9 128

減損損失 41 416

投資有価証券評価損 19 2

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 99

特別損失合計 70 647

税金等調整前四半期純利益 3,190 3,445

法人税、住民税及び事業税 1,996 2,125

法人税等調整額 △818 △642

法人税等合計 1,177 1,482

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,963

少数株主利益 1 142

四半期純利益 2,011 1,820
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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 3,190 3,445

減価償却費 2,076 2,312

負ののれん償却額 － △12

減損損失 41 416

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 99

引当金の増減額（△は減少） 1,845 1,581

その他 267 △336

小計 7,422 7,507

利息及び配当金の受取額 255 254

利息の支払額 △194 △173

法人税等の支払額 △1,711 △4,337

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,772 3,251

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 △1,192 △2,549

有形固定資産の売却による収入 0 108

投資有価証券の取得による支出 △37 △15

投資有価証券の売却による収入 46 1

定期預金の預入による支出 － △7,658

定期預金の払戻による収入 － 4,758

その他 △96 △150

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,280 △5,506

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 12,100 16,800

借入金の返済による支出 △12,100 △17,094

社債の償還による支出 － △140

セール・アンド・リースバックによる収入 － 426

リース債務の返済による支出 － △299

配当金の支払額 △1,118 △995

自己株式の取得による支出 － △710

その他 △22 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,140 △2,018

現金及び現金同等物に係る換算差額 2 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,353 △4,273

現金及び現金同等物の期首残高 21,151 29,360

現金及び現金同等物の四半期末残高 24,504 25,087
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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） 

 
（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 

 
  

【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） 

全セグメントの売上高に占める「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。 

  

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社グループ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及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。 

当社グループは、国内にネットワークを構築し、国内貨物輸送を主とした事業を行っております。ま

た、流通倉庫においては、お客様の出荷業務を請負う３ＰＬ事業を行うとともに、全国に有する19拠点

の通関事業所を拠点に海外向けの輸送の取扱いを行っております。これらの事業を各担当部門で、包括

的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は国内輸送を行う「運送事業」、流通倉庫での３ＰＬ業務を主とした「流通加工事

業」及び通関・国際貨物の取扱いを行う「国際事業」を報告セグメントとしております。 

  

(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 49,745 2,898 2,168 54,812 － 54,812

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

－ － 1,949 1,949 △ 1,949 －

計 49,745 2,898 4,118 56,762 △ 1,949 54,812

 営業費用 46,910 2,619 3,647 53,177 △ 1,441 51,735

 営業利益 2,834 279 470 3,584 △ 508 3,076

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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２．報告セグメントごとの売上高及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：百万円）

 
（注）「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、不動産の賃貸業、ボウリング事業

及び物品販売事業などであります。 

  

３．報告セグメント利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：百万円）

 
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない広告宣伝費及び各連結会社本社の管理部門に係る費用でありま

す。 

  

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する事項 

「運送事業」及び「流通加工事業」のセグメントにおいて、土地及び機械装置を減損しております。

なお、当該減損損失の計上額は、「運送事業」が333百万円、「流通加工事業」が61百万円でありま

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）及び「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。 

  

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） 

該当事項はありません。 

報告セグメント
その他 
（注） 合計

運送事業 国際事業 流通加工
事業 計

 売上高

  外部顧客に対する売上高 56,690 652 2,791 60,134 2,799 62,933

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

－ － － － 2,376 2,376

計 56,690 652 2,791 60,134 5,176 65,310

 セグメント利益 3,501 94 254 3,850 996 4,846

利  益 金  額

報告セグメント計 3,850

「その他」の区分の利益 996

全社費用（注） △1,014

四半期連結損益計算書の営業利益 3,831

(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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