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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)

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 3,016 18.5 43 49.7 33 △74.7 △46 △180.4

22年３月期第１四半期 2,544 △8.5 29 ─ 133 ─ 58 225.8

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 △8 97 ─

22年３月期第１四半期 10 87 ─

 (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 13,549 4,692 34.0 883 79

22年３月期 13,569 4,814 34.8 905 00

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 4,602百万円 22年３月期 4,719百万円

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 ─ 5 00 ─ 7 50 12 50

23年３月期 ─

23年３月期(予想) 5 00 ─ 7 50 12 50

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) 5,930 5.1 170 40.0 130 △34.0 70 △2.7 13 44

通期 11,800 1.4 340 10.8 250 △26.1 150 21.4 28 80



 

 
 （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。 

  

4. その他（詳細は、【添付資料】P.４「その他」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に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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 5,651,000株 22年３月期 5,651,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 443,679株 22年３月期 435,680株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 5,209,035株 22年３月期１Ｑ 5,348,551株
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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、新興国の経済成長を背景に輸出や生産の持ち直し

により緩やかな回復傾向が見られましたが、デフレ状況の継続と雇用情勢等の不安から、依然として先

行き不透明な状況で推移しました。 

当社グループを取り巻く経営環境におきましても、企業収益の改善傾向を受け、貨物輸送量及び保管

量はプラス基調の兆しが窺えるものの、全体的な回復までには至っておらず、また、当社グループ業界

内の受注獲得競争等に伴う価格競争も激しさを増すなど、引続き厳しい経営環境が続きました。 

このような経営環境のなかで当社グループは、３ＰＬ（企業物流の包括的受託）事業案件の獲得に向

けた取り組みと顧客ニーズに対応したソリューション型の営業活動を展開し、事業領域と顧客層の拡大

に努めてまいりました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の営業収益は、物流効率化等の提案による新規顧客の獲得と既

存顧客の受注高の回復等に伴う荷量の増加、また、乗用車販売事業において新車販売が好調に推移した

ことにより、3,016百万円（対前年同期比118.5％）となりました。営業利益においては増収効果によ

り、43百万円（対前年同期比149.7％）となりました。経常利益においては前同四半期で営業外収益に

計上しました退任役員の経営者保険解約金が無くなったことにより、33百万円（対前年同期比

25.3％）、四半期純損益は投資有価証券評価損及び当第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）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）の適用に伴い、賃借地等に保有する倉庫施設等の撤去費用の見積額を計上したこ

とにより、46百万円の損失（前年同四半期は58百万円の利益）となりました。 

  

（資産） 

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0.1％減少し、13,549百万円と

なりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べて5.3％減少し、3,967百万円となりました。これ

は、現金及び預金が58百万円、商品が147百万円減少したことなどによります。固定資産は、前連結会

計年度末に比べて2.2％増加し、9,580百万円となりました。これは、有形固定資産が205百万円増加し

たことなどによります。 

  

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて1.2％増加し、8,857百万円と

なりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べて4.1％減少し、4,252百万円となりました。これ

は、１年内返済予定の長期借入金が102百万円増加したものの、支払手形及び営業未払金が145百万円、

短期借入金が120百万円減少したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて6.5％増

加し、4,604百万円となりました。これは、長期借入金が190百万円増加したことなどによります。 

  

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2.5％減少し、4,692百万円

となりました。これは、利益剰余金が85百万円減少したことなどによります。 

  

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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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平成23年３月期の第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、受注高の季節性を織り込

んでおりますので、本資料の公表時点において、平成22年５月14日付「平成22年３月期決算短信」にて

公表しました業績予想に変更はありません。なお、今後、修正が必要とされる場合は速やかに公表いた

します。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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が157千円、税金等調整前四半期純利益が36,622千円減少してお

ります。 

当第１四半期連結会計期間より、「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）に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣

府令」（内閣府令第５号 平成21年３月24日）を適用し、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目

で表示しております。 

  

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

 ① 資産除去債務に関する会計基準等の適用

 ② 連結財務諸表に関する会計基準等の適用
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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 1,978,847 2,037,565

受取手形及び営業未収入金 1,317,201 1,321,901

有価証券 8,857 9,310

商品 244,298 392,226

貯蔵品 16,227 14,972

その他 460,535 472,990

貸倒引当金 △58,398 △58,451

流動資産合計 3,967,569 4,190,515

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,881,926 2,927,642

機械装置及び運搬具（純額） 429,090 384,184

土地 4,520,982 4,520,982

建設仮勘定 216,655 8,085

その他（純額） 40,624 43,121

有形固定資産合計 8,089,278 7,884,016

無形固定資産 33,841 34,826

投資その他の資産

その他 1,498,496 1,499,146

貸倒引当金 △40,862 △40,728

投資その他の資産合計 1,457,633 1,458,418

固定資産合計 9,580,754 9,377,261

繰延資産 1,416 1,632

資産合計 13,549,740 13,569,409
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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

支払手形及び営業未払金 1,384,102 1,529,139

短期借入金 362,700 482,700

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

1年内返済予定の長期借入金 1,766,788 1,663,928

リース債務 2,630 1,013

未払法人税等 20,660 80,057

賞与引当金 121,552 74,952

その他 554,196 560,915

流動負債合計 4,252,629 4,432,704

固定負債

社債 40,000 40,000

長期借入金 3,837,163 3,646,889

リース債務 8,415 3,545

退職給付引当金 349,177 354,824

役員退職慰労引当金 124,766 121,366

資産除去債務 45,404 －

その他 199,891 155,752

固定負債合計 4,604,818 4,322,377

負債合計 8,857,447 8,755,082

純資産の部

株主資本

資本金 1,262,736 1,262,736

資本剰余金 1,189,881 1,189,881

利益剰余金 2,543,329 2,629,173

自己株式 △338,082 △332,331

株主資本合計 4,657,864 4,749,459

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △41,612 △24,032

繰延ヘッジ損益 △7,458 △4,348

為替換算調整勘定 △6,639 △1,221

評価・換算差額等合計 △55,710 △29,602

新株予約権 11,967 11,967

少数株主持分 78,171 82,501

純資産合計 4,692,292 4,814,326

負債純資産合計 13,549,740 13,569,409
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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 2,544,945 3,016,486

営業原価 2,162,525 2,593,643

営業総利益 382,419 422,842

販売費及び一般管理費 353,344 379,330

営業利益 29,075 43,512

営業外収益

受取利息 480 399

受取配当金 1,755 1,851

受取賃貸料 5,400 5,700

受取保険金 115,672 －

その他 21,516 14,511

営業外収益合計 144,826 22,463

営業外費用

支払利息 28,666 27,065

その他 11,447 5,025

営業外費用合計 40,114 32,090

経常利益 133,787 33,885

特別利益

固定資産売却益 － 557

貸倒引当金戻入額 964 600

国庫補助金 － 1,800

その他 3,781 －

特別利益合計 4,745 2,957

特別損失

固定資産売却損 － 1

固定資産除却損 105 600

投資有価証券評価損 － 17,766

固定資産圧縮損 － 1,800

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 36,465

その他 5,009 2,809

特別損失合計 5,114 59,443

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（△）

133,418 △22,600

法人税、住民税及び事業税 13,164 18,319

法人税等調整額 62,540 2,439

法人税等合計 75,704 20,758

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △43,358

少数株主利益又は少数株主損失（△） △404 3,369

四半期純利益又は四半期純損失（△） 58,118 △46,728
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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