
  

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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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  5,379  6.0  △1  －  9  －  56  －

22年３月期第１四半期  5,073  △9.4  △18  －  △9  －  △12  －

  
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  40  －      

22年３月期第１四半期  △1  68  －      

  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  21,094  15,285  71.8  1,992  62

22年３月期  20,666  15,316  73.5  1,997  05

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 15,153百万円 22年３月期 15,188百万円

  
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  －        4 00 －      6 00  10  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  4 00 －      6 00  10  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）  10,900  6.3  3  －  16  －  45  －  5  92

通期  22,000  8.3  130  －  145  －  92  －  12  10



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「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：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 

（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報告書のレビュー手続を実施しています。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づき作成したものであり、リスクや不確

定な要素を含んでおりますので、 実際の業績は業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

 なお、上記予想に関する事項は添付資料３ページ「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報（３）連結業績

予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 8,258,322株 22年３月期 8,258,322株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 653,708株 22年３月期 652,746株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 7,605,335株 22年３月期１Ｑ 7,605,576株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断し

たものであります。 

  

業績の概況  

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジア諸国を中心とする新興国の成長や政府の景気刺激

策等により、緩やかな回復基調に転じておりますが、為替の円高基調への企業の警戒感や欧州発の金融危機と

いった新たな不安要素も加わり、依然として厳しい状況で推移しております。 

 物流業界におきましても、輸出入貨物は回復傾向にありますが、物流の合理化、高品質化への要求がますま

す強まり、これら顧客ニーズに迅速に対応していくことが求められており、大変厳しい経営環境が続いており

ます。 

 このような状況のもと、当社グループは、北関東物流の構築、輸配送業務の強化、ＮＶＯＣＣ業務の強化等

に積極的に取り組んでまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の営業収益は前年同期比6.0％増の5,379百万円、営業損失は１百万円

（前年同期は営業損失18百万円）、経常利益は９百万円（前年同期は経常損失９百万円）、四半期純利益は固

定資産売却益95百万円を計上したことにより56百万円（前年同期は四半期純損失12百万円）となりました。 

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①国内物流事業 

    国内物流事業においては、前年同期に比べ輸出入貨物が増加したことにより港湾運送業務、貨物運送取扱

業務、通関業務、流通加工業務等は増加いたしましたが、倉庫業務については、保管高及び保管残高が減少

したことにより低調に推移いたしました。 

    この結果、営業収益は4,547百万円、セグメント利益は131百万円となりました。 

②国際物流事業 

    国際物流事業においては、海上運賃単価の下落や円高による影響もありましたが、輸出入貨物が増加した

ことにより、堅調に推移いたしました。 

    この結果、営業収益は804百万円、セグメント利益は25百万円となりました。 

  

    なお、不動産の賃貸事業及び物流資材の販売事業等のその他事業は、営業収益30百万円、セグメント利益

7百万円となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①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、減価償却により「有形固定資産」及び「無形固定資産」は減少し

ましたが、短期借入金及び長期借入金の増加により「現金及び預金」が増加し、前連結会計年度末に比べ428

百万円増加し21,094百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、「短期借入金」及び「長期借入金」の増加により、前連結会計

年度末に比べ458百万円増加し5,809百万円となり、また、当第１四半期連結会計期間末の純資産は、「その他

有価証券評価差額金」の減少等により、前連結会計年度末に比べ30百万円減少の15,285百万円となりました。

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期

純利益が103百万円となり、減価償却費、売上債権の増加、短期借入金の増加、長期借入れ等により前連結会

計年度末より486百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末には3,503百万円となりました。 

   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は、217百万円（前年同期は151百万円の獲

得）となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益103百万円、減価償却費228百万円、賞与引当

金の減少額116百万円、売上債権の増加額293百万円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） 

当第１四半期連結累計期間における投資活動の結果獲得した資金は、131百万円（前年同期は９百万円の使

用）となりました。これは主として、有形固定資産の売却による収入131百万円によるものであります。 

１．当四半期の連結業績等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） 

当第１四半期連結累計期間における財務活動の結果獲得した資金は、569百万円（前年同期は229百万円の使

用）となりました。これは主として、短期借入金の増加額399百万円、長期借入れによる収入300百万円による

ものであります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年５月18日に公表しました業績予想に変更はありません。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 （簡便な会計処理） 

 定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間案分して算定する方法

によっております。 

  

（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）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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

（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。  

２．その他の情報
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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 3,607,589 3,119,912

受取手形及び営業未収入金 3,198,451 2,905,268

繰延税金資産 43,769 101,278

その他 377,312 327,122

貸倒引当金 △1,271 △1,248

流動資産合計 7,225,851 6,452,333

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,702,245 6,835,493

機械装置及び運搬具（純額） 485,771 514,711

工具、器具及び備品（純額） 84,289 86,230

土地 2,158,566 2,159,417

リース資産（純額） 30,901 33,182

建設仮勘定 85,865 85,865

有形固定資産合計 9,547,639 9,714,900

無形固定資産   

港湾等施設利用権 1,484,324 1,484,324

その他 657,061 728,817

無形固定資産合計 2,141,385 2,213,142

投資その他の資産   

投資有価証券 980,603 1,065,604

長期貸付金 174,409 182,525

差入保証金 925,019 940,597

繰延税金資産 25,491 22,989

その他 81,321 81,442

貸倒引当金 △7,151 △7,154

投資その他の資産合計 2,179,693 2,286,006

固定資産合計 13,868,719 14,214,048

資産合計 21,094,570 20,666,382
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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 1,874,960 1,816,014

短期借入金 968,139 538,418

未払法人税等 9,925 29,783

賞与引当金 102,160 219,092

役員賞与引当金 600 1,500

その他 286,768 332,924

流動負債合計 3,242,554 2,937,733

固定負債   

長期借入金 1,258,000 1,072,000

繰延税金負債 197,510 248,620

退職給付引当金 871,955 849,484

その他 239,088 242,448

固定負債合計 2,566,554 2,412,554

負債合計 5,809,108 5,350,287

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,108,000 2,108,000

資本剰余金 1,862,230 1,862,230

利益剰余金 11,711,194 11,700,538

自己株式 △585,825 △585,371

株主資本合計 15,095,600 15,085,398

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 90,228 141,116

為替換算調整勘定 △32,714 △37,801

評価・換算差額等合計 57,514 103,314

少数株主持分 132,346 127,380

純資産合計 15,285,461 15,316,094

負債純資産合計 21,094,570 20,666,382
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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 5,073,759 5,379,222

営業原価 4,635,829 4,942,012

営業総利益 437,929 437,209

販売費及び一般管理費 456,727 438,694

営業損失（△） △18,797 △1,485

営業外収益   

受取利息 2,101 1,632

受取配当金 7,342 9,437

不動産賃貸料 6,090 6,452

その他 4,143 3,440

営業外収益合計 19,678 20,963

営業外費用   

支払利息 10,423 7,515

為替差損 － 1,982

その他 3 －

営業外費用合計 10,426 9,498

経常利益又は経常損失（△） △9,545 9,980

特別利益   

固定資産売却益 － 95,414

貸倒引当金戻入額 66 －

特別利益合計 66 95,414

特別損失   

固定資産除却損 1,110 1,875

その他 － 24

特別損失合計 1,110 1,900

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（△）

△10,589 103,494

法人税、住民税及び事業税 7,649 6,782

法人税等調整額 △8,449 37,754

法人税等合計 △799 44,536

少数株主損益調整前四半期純利益 － 58,957

少数株主利益 2,995 2,668

四半期純利益又は四半期純損失（△） △12,785 56,289
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△10,589 103,494

減価償却費 237,717 228,595

貸倒引当金の増減額（△は減少） △66 19

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,746 22,470

賞与引当金の増減額（△は減少） △116,098 △116,932

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,300 △900

受取利息及び受取配当金 △9,444 △11,070

支払利息 10,423 7,515

有形固定資産除却損 1,110 1,875

有形固定資産売却損益（△は益） － △95,389

売上債権の増減額（△は増加） 53,188 △293,182

仕入債務の増減額（△は減少） 36,531 58,946

その他 △28,481 △96,266

小計 177,736 △190,822

利息及び配当金の受取額 10,795 10,406

利息の支払額 △14,821 △11,492

法人税等の支払額 △22,081 △25,519

営業活動によるキャッシュ・フロー 151,628 △217,427

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 △12,797 △17,297

無形固定資産の取得による支出 △2,121 △6,880

有形固定資産の売却による収入 1,665 131,331

投資有価証券の取得による支出 △686 △685

投資有価証券の売却による収入 － 1,000

長期貸付金の回収による収入 3,071 8,115

差入保証金の差入による支出 △916 △3,774

差入保証金の回収による収入 1,882 18,598

その他 263 875

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,638 131,283

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） 565 399,720

長期借入れによる収入 － 300,000

長期借入金の返済による支出 △184,000 △84,000

配当金の支払額 △45,633 △45,633

少数株主への配当金の支払額 △489 △489

自己株式の取得による支出 － △454

財務活動によるキャッシュ・フロー △229,556 569,144

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,395 3,768

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △78,170 486,768

現金及び現金同等物の期首残高 3,466,870 3,016,479

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,388,700 3,503,247
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 該当事項はありません。  

  

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。 

   当社は、倉庫事業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を行っており、「国内物流事

業」及び「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、国内において倉庫業を中心とした貨物の保管・荷役業務、港湾運送業務、貨物運送

取扱業務、通関業務及び流通加工業務等を行っております。 

   「国際物流事業」は、国際複合一貫輸送業務（ＮＶＯＣＣ）を中心とした海外輸送業務、海外との輸出入

貨物取扱業務及び海外での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：千円）

（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、不動産の賃貸事業及

び物流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△165,800千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用

△166,044千円及びその他の調整額244千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメ

ントに帰属しない一般管理費であります。  

   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。  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。 

  

（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。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  

 報告セグメント 
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
国内物流 国際物流 計 

 営業収益        

外部顧客への営業収

益 
 4,547,771  804,579  5,352,351  26,870  5,379,222  －  5,379,222

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  4,111  4,111  △4,111  －

計  4,547,771  804,579  5,352,351  30,982  5,383,334  △4,111  5,379,222

 セグメント利益  131,477  25,736  157,213  7,101  164,315  △165,800  △1,485

（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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