
  

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） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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代表者     （役職名） 代表取締役社長 （氏名）木村 輝美 
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四半期決算補足説明資料作成の有無：無     

四半期決算説明会開催の有無      ：無     

  （百万円未満切捨て）

（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  9,482  6.3  59  △35.9  131  151.7  28  614.7

22年3月期第１四半期  8,918  △3.6  92  76.5  52  268.8  4  90.7

  
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  20  －      

22年3月期第１四半期  0  30  －      

  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  27,647  6,712  24.0  504  24

22年3月期  28,616  6,912  23.9  519  57

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 6,644百万円 22年3月期 6,847百万円

  
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  －        －      －      9 00  9  00

23年3月期  －      

23年3月期（予想）  －      －      7 00  7  00

  （％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）  19,830  1.8  540  2.5  530  16.9  180  －  13  66

通期  40,600  1.8  1,070  18.3  1,010  15.9  400  －  30  36



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．２「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：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 

②  ①以外の変更              ：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） 

  
  

※  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連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

  

※  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将来の業績及び計画等に関する記述は、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。なお、業績

予想の前提条件及びその他関連する事項については、添付資料２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧

下さい。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 14,021,363株 22年3月期 14,021,363株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 844,193株 22年3月期 841,930株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 13,177,984株 22年3月期１Ｑ 13,304,606株
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（１） 連結経営成績に関する定性的情報 

当第1四半期会計期間におけるわが国経済は、アジア諸国の景気回復を背景に輸出を中心として一部に持ち直

しの傾向が見られたものの、不安定な雇用情勢やデフレの継続により、依然として先行き不透明な状況で推移い

たしました。 

 運輸業界におきましては、内需の低迷や地方経済の疲弊の影響で輸送需要は回復の兆しが見えず、経営環境は

依然として厳しい状況で推移いたしました。 

 このような状況のもと、ロジネットジャパングループは「スリム＆ストロング＆スピード」のスローガンを掲

げ、積極的な営業活動の推進と経営の効率化を実施してまいりました。 

営業収益につきましては、主に区域輸送部門の取扱い増と引越移転の受注増により前年同期比5億6千4百万円

増（+6.3%）の94億8千2百万円となりました。 

利益面につきましては、原油価格の上昇により燃料費や航送料の負担が増加、また前年度に環境対策とグル

ープ内製化を目的として車両の代替・増強を行ったことにより減価償却費が増加し、これに伴う補助金を営業外

収益に計上いたしました。この結果、経常利益は前年同期比7千9百万円増（+151.7%）の1億3千2百万円となりま

した。 

 四半期純利益につきましては、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額（囲い込み・固定化したアスベスト

を除去する費用）8千1百万円を特別損失に計上いたしましたが、前年同期比2千4百万円増加し2千8百万円となり

ました。 

  

（２） 連結財政状態に関する定性的情報 

 当第1四半期会計期間における総資産は主に季節的要因により営業未収入金が減少した他、株価の下落と売却

により投資有価証券が減少したことにより、前連結会計年度より9億6千8百万円減少し276億4千7百万円となりま

した。 

 負債は、季節的要因により営業未払金が減少した他、長期借入金の約定弁済が進んだことにより、前連結会計

年度より7億6千8百万円減少し209億3千4百万円となりました。 

 純資産は、利益剰余金が配当の実施等により8千9百万円減少した他、株価の低迷によりその他有価証券差額金

が1億1千2百万円減少したこと等により、前連結会計年度より2億円減少し67億1千2百万円となりました。この結

果自己資本比率は24.0%となりました。 

（連結キャッシュ・フローの状況に関する定性的情報） 

 当第1四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べ2億3千万円減少し、

22億8千6百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により増加した資金は3億6千6百万円（前年同期は3億9千6百万円の増加）であり、前年同期とほぼ同

等のキャッシュフローとなりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により増加した資金は4千2百万円（前年同期は3億3千２百万円の減少）となりました。主な要因は有

形固定資産の取得及び投資有価証券の取得による支出があったものの、投資有価証券の売却による収入があった

ことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により減少した資金は6億3千9百万円（前年同期は1億5千9百万円の増加）となりました。主な要因

は、手元資金を効率的に運用したことにより捻出した資金や、営業活動と財務活動により得られた資金を長期借

入金の約定返済と配当金の支払に充てたことによるものです。 

  

（３） 連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、平成22年5月10日発表値から変更はありません。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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（当第１四半期連結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）  

 該当ありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  

（簡便な会計処理）  

 該当ありません。 

  

（特有の会計処理） 

 該当ありません。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①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から、「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。なお、これにより税金等調整前四半期純利益が81百万円減少しております。  

②表示方法の変更 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の一

部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第１四半期連結会計期間では、

「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。  
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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 2,341,348 2,569,644

受取手形 659,903 588,317

営業未収入金 4,588,512 4,919,909

たな卸資産 34,798 37,291

繰延税金資産 289,678 247,648

その他 1,131,762 941,463

貸倒引当金 △6,720 △7,771

流動資産合計 9,039,282 9,296,504

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,185,482 4,219,973

機械装置及び運搬具（純額） 3,084,483 3,103,072

土地 6,140,529 6,140,529

その他（純額） 1,025,529 939,584

有形固定資産合計 14,436,026 14,403,160

無形固定資産   

のれん 13,733 27,466

その他 194,831 195,861

無形固定資産合計 208,565 223,327

投資その他の資産   

投資有価証券 1,709,314 2,442,893

繰延税金資産 180,980 172,173

差入保証金 1,536,948 1,534,707

その他 607,109 615,781

貸倒引当金 △70,984 △72,311

投資その他の資産合計 3,963,368 4,693,245

固定資産合計 18,607,960 19,319,733

資産合計 27,647,242 28,616,237
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 629,141 538,971

営業未払金 3,327,825 3,962,073

短期借入金 8,403,098 8,452,993

1年内償還予定の社債 300,000 300,000

未払法人税等 51,229 70,638

その他の引当金 － 44,085

資産除去債務 71,662 －

その他 3,059,161 2,787,319

流動負債合計 15,842,117 16,156,080

固定負債   

長期借入金 3,657,486 4,088,610

繰延税金負債 156,350 208,492

退職給付引当金 180,551 178,715

役員退職慰労引当金 119,130 131,920

資産除去債務 13,500 －

その他 965,605 939,810

固定負債合計 5,092,622 5,547,549

負債合計 20,934,740 21,703,630

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 556,843 556,843

利益剰余金 5,519,584 5,609,228

自己株式 △249,571 △248,669

株主資本合計 6,826,855 6,917,402

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △182,462 △69,714

評価・換算差額等合計 △182,462 △69,714

少数株主持分 68,108 64,918

純資産合計 6,712,501 6,912,607

負債純資産合計 27,647,242 28,616,237
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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 8,918,327 9,482,598

営業原価 8,452,771 9,048,152

営業総利益 465,555 434,445

販売費及び一般管理費 373,438 375,393

営業利益 92,117 59,052

営業外収益   

受取利息 4,759 3,874

受取配当金 13,328 21,876

寮収入 12,306 12,001

補助金収入 － 96,090

その他 20,180 16,302

営業外収益合計 50,575 150,145

営業外費用   

支払利息 40,669 36,649

寮支出 39,109 35,504

その他 10,561 5,268

営業外費用合計 90,340 77,422

経常利益 52,351 131,776

特別利益   

投資有価証券売却益 － 27,360

貸倒引当金戻入額 822 －

その他 － 40

特別利益合計 822 27,401

特別損失   

固定資産除売却損 4,917 13,804

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 81,750

その他 － 2,549

特別損失合計 4,917 98,103

税金等調整前四半期純利益 48,256 61,073

法人税、住民税及び事業税 18,794 49,080

法人税等調整額 21,864 △22,578

法人税等合計 40,659 26,501

少数株主損益調整前四半期純利益 － 34,572

少数株主利益 3,543 5,601

四半期純利益 4,053 28,970
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（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 48,256 61,073

減価償却費 208,933 280,479

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 81,750

のれん償却額 12,830 13,265

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,119 △2,377

賞与引当金の増減額（△は減少） △64,907 －

その他の引当金の増減額（△は減少） △32,250 △44,085

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,121 1,835

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13,300 △12,790

受取利息及び受取配当金 △18,088 △25,751

支払利息 40,669 36,649

投資有価証券売却損益（△は益） － △27,360

有形固定資産売却損益（△は益） 471 △1,663

有形固定資産除却損 10,910 13,816

売上債権の増減額（△は増加） 526,301 259,812

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,145 2,493

仕入債務の増減額（△は減少） △474,319 △544,077

未払消費税等の増減額（△は減少） △39,684 70,438

その他 325,207 283,962

小計 515,887 447,471

利息及び配当金の受取額 18,098 25,749

利息の支払額 △41,555 △38,594

法人税等の支払額 △95,529 △68,282

営業活動によるキャッシュ・フロー 396,900 366,344

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 △200,356 △512,409

有形固定資産の売却による収入 5,463 2,381

無形固定資産の取得による支出 △3,919 △13,687

無形固定資産の売却による収入 － 15

投資有価証券の取得による支出 △134,474 △134,758

投資有価証券の売却による収入 － 702,339

貸付けによる支出 △800 －

貸付金の回収による収入 5,385 1,632

その他の支出 △93,955 △13,342

その他の収入 90,618 10,451

投資活動によるキャッシュ・フロー △332,039 42,622

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） 370,000 25,000

長期借入れによる収入 330,000 －

長期借入金の返済による支出 △442,275 △506,019

リース債務の返済による支出 △16,065 △36,784

自己株式の取得による支出 △544 △902

配当金の支払額 △79,839 △118,614
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少数株主への配当金の支払額 △2,001 △1,895

財務活動によるキャッシュ・フロー 159,274 △639,215

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 224,135 △230,248

現金及び現金同等物の期首残高 1,799,992 2,516,552

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,024,128 2,286,304
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 該当ありません。  

  

  

 該当ありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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