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1.  平成22年11月期第3四半期の連結業績（平成21年12月1日～平成22年8月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

22年11月期第3四半期 3,800 △0.3 466 30.6 410 32.3 234 54.3
21年11月期第3四半期 3,810 ― 356 ― 310 ― 152 ―

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

22年11月期第3四半期 16.10 ―

21年11月期第3四半期 10.44 ―

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

22年11月期第3四半期 14,410 6,896 47.7 470.84
21年11月期 14,897 6,783 45.3 463.10

（参考） 自己資本   22年11月期第3四半期  6,867百万円 21年11月期  6,755百万円

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  
 

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

21年11月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
22年11月期 ― 0.00 ―

22年11月期 
（予想）

7.00 7.00

3.  平成22年11月期の連結業績予想（平成21年12月1日～平成22年11月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

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

通期 5,012 △1.2 536 19.2 444 17.7 246 36.7 16.86



(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 

（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、四半期連結財務諸
表に対する四半期レビュー手続は終了しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる
可能性があります。業績予想に関する事項は、【添付資料】３ページ（３）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】３ページ「２. その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年11月期3Q 14,600,000株 21年11月期  14,600,000株

② 期末自己株式数 22年11月期3Q  13,411株 21年11月期  12,192株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年11月期3Q 14,587,266株 21年11月期3Q 14,588,227株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益に改善傾向が見られたものの厳しい雇用情

勢やデフレの長期化等依然として不透明な状況で推移いたしました。 

この様な状況の下、当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高が前年同期比10

百万円(0.3％)減の3,800百万円、営業利益は前年同期比109百万円(30.6％)増の466百万円、経常利益は前

年同期比100百万円(32.3％)増の410百万円、四半期純利益は前年同期比82百万円(54.3％)増の234百万円

となりました。 

（各事業の営業成績） 

物流事業の売上高は、当四半期に入り一部顧客の荷動きの好転から保管料・荷役料収入が増加したもの

の貸倉庫料の値下げ等により前年同期比36百万円減の3,485百万円、営業利益は前年同期比61百万円減の

661百万円となりました。 

不動産事業の売上高は前年同期比26百万円増の314百万円、営業利益は前年同期比165百万円増の144百

万円となりました。 

不動産事業の対前年同期比における営業利益の増益要因は、前期に子会社丸八クリエイト㈱が「棚卸資

産の評価に関する会計基準」の適用により所有しているたな卸資産の評価損157百万円が発生したのに対

し、当期は該当事項がなかったためです。 

  

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末における財政状態は、総資産が前期末比486百万円減少し14,410百万円

となりました。負債は前期末比600百万円減少し7,514百万円、純資産は前期末比113百万円増加し6,896

百万円となり、この結果自己資本比率は47.7％となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は88百万円となり期首残高に比べ27

百万円増加となりました。 

［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が406百万円、減価償却費は354百万円となりましたが、法人税等の支払い

298百万円、役員退職慰労引当金29百万円減少、仕入債務6百万円減少、未払消費税等34百万円減少等に

より営業活動によるキャッシュ・フローは305百万円の増加となりました。 

［投資活動によるキャッシュ・フロー］ 

投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得111百万円、差入保証金の支払い50百万円

等があったものの有形固定資産の売却245百万円により107百万円の増加となりました。 

［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・フローは短期借入金が204百万円増加し、長期借入金の返済487百万円、

配当金の支払い101百万円により385百万円の減少となりました。 

  

  

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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当第３四半期連結累計期間の業績は概ね予想どおりに推移しており、通期業績予想に変更はありませ

ん。 

  

  

  

該当事項はありません。 

  

① 簡便な会計処理 

固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として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

額を期間按分して算定する方法によっております。 

  

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用の計算 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算す

る方法を採用しております。 

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果になる場合には、

法定実効税率を使用する方法によっております。 

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

(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
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 88,690 60,954

受取手形及び営業未収入金 331,014 338,441

たな卸資産 － 1,488,254

繰延税金資産 29,934 68,506

その他 94,492 103,431

流動資産合計 544,131 2,059,588

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,361,780 5,567,433

機械装置及び運搬具（純額） 221,915 234,124

土地 6,572,536 5,363,803

建設仮勘定 2,992 －

その他（純額） 233,250 224,704

有形固定資産合計 12,392,475 11,390,065

無形固定資産   

借地権 995 995

その他 28,450 31,753

無形固定資産合計 29,446 32,748

投資その他の資産   

投資有価証券 699,948 734,101

従業員に対する長期貸付金 11,842 12,800

差入保証金 452,237 425,090

会員権 20,703 27,703

繰延税金資産 190,959 142,547

その他 73,841 77,398

貸倒引当金 △4,600 △4,600

投資その他の資産合計 1,444,933 1,415,041

固定資産合計 13,866,855 12,837,855

資産合計 14,410,986 14,897,444
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 104,654 －

支払手形及び営業未払金 － 111,556

短期借入金 2,802,751 2,635,161

未払金 42,082 45,204

未払費用 51,439 122,678

未払法人税等 13,255 150,679

未払消費税等 21,187 54,906

前受金 169,572 214,974

賞与引当金 30,027 －

その他 10,996 13,389

流動負債合計 3,245,967 3,348,552

固定負債   

長期借入金 3,040,368 3,490,873

退職給付引当金 216,397 208,374

役員退職慰労引当金 207,762 237,031

長期預り保証金 802,277 825,649

その他 1,305 3,915

固定負債合計 4,268,110 4,765,842

負債合計 7,514,077 8,114,395

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,527,600 2,527,600

資本剰余金 2,046,936 2,046,936

利益剰余金 2,298,873 2,166,133

自己株式 △2,845 △2,640

株主資本合計 6,870,563 6,738,029

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,670 17,570

評価・換算差額等合計 △2,670 17,570

少数株主持分 29,016 27,449

純資産合計 6,896,908 6,783,049

負債純資産合計 14,410,986 14,897,444
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 3,810,904 3,800,166

売上原価 2,979,812 2,865,565

売上総利益 831,092 934,600

販売費及び一般管理費 474,187 468,415

営業利益 356,904 466,184

営業外収益   

受取利息 2,082 910

受取配当金 10,988 10,591

保険返戻金 21,370 －

補助金収入 － 1,000

負ののれん償却額 783 －

その他 3,626 1,579

営業外収益合計 38,851 14,081

営業外費用   

支払利息 81,528 69,530

その他 3,861 －

営業外費用合計 85,390 69,530

経常利益 310,365 410,735

特別利益   

有形固定資産売却益 233 3,798

貸倒引当金戻入額 162 －

特別利益合計 395 3,798

特別損失   

有形固定資産除却損 158 89

有形固定資産売却損 149 450

投資有価証券評価損 29,286 －

会員権評価損 － 4,000

貸倒損失 － 3,000

特別損失合計 29,594 7,539

税金等調整前四半期純利益 281,166 406,994

法人税等 126,592 170,574

少数株主利益 2,336 1,566

四半期純利益 152,236 234,854

丸八倉庫㈱（9313）平成22年11月期第３四半期決算短信

― 6 ―



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年８月31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 281,166 406,994

減価償却費 385,674 354,481

負ののれん償却額 △783 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △162 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,039 8,023

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 22,155 △29,269

賞与引当金の増減額（△は減少） 31,842 30,027

受取利息及び受取配当金 △13,071 △11,501

支払利息 81,528 69,530

保険返戻金 △21,370 －

有形固定資産売却損益（△は益） △83 △3,348

有形固定資産除却損 158 89

投資有価証券評価損益（△は益） 29,286 －

会員権評価損 － 4,000

貸倒損失 － 3,000

売上債権の増減額（△は増加） 43,163 7,426

たな卸資産の増減額（△は増加） 151,152 －

その他の資産の増減額（△は増加） △9,867 3,853

仕入債務の増減額（△は減少） △18,501 △6,902

未収消費税等の増減額（△は増加） 26,220 －

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,549 △34,012

その他の負債の増減額（△は減少） △89,268 △153,880

小計 887,652 648,512

利息及び配当金の受取額 13,071 11,501

利息の支払額 △77,519 △64,430

法人税等の支払額 △166,417 △298,168

法人税等の還付額 53,455 7,982

営業活動によるキャッシュ・フロー 710,242 305,397

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 △104,442 △111,602

有形固定資産の売却による収入 370 245,935

無形固定資産の取得による支出 △14,807 △1,200

貸付金の回収による収入 3,014 4,157

差入保証金の差入による支出 △2,636 △50,225

差入保証金の回収による収入 643 23,077

長期前払費用の取得による支出 △722 △2,783

その他の支出 △205 △10

その他の収入 27,777 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △91,008 107,349
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年８月31日) 

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） △897,596 204,590

長期借入れによる収入 900,000 －

長期借入金の返済による支出 △481,005 △487,505

自己株式の取得による支出 △119 △205

配当金の支払額 △115,671 △101,891

財務活動によるキャッシュ・フロー △594,392 △385,011

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 24,841 27,735

現金及び現金同等物の期首残高 76,317 60,954

現金及び現金同等物の四半期末残高 101,158 88,690
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自  平成20年12月１日  至  平成21年８月31日) 

 
(注) １ 事業区分は、当社グループにおける事業別収入区分によっております。  

２ 各事業の主な業務 

(1)物流事業・・・・倉庫業務、一般貨物自動車運送業務、運送取次業務 

(2)不動産事業・・・不動産の造成、売買、不動産仲介業務、マンション、オフィスビル等の賃貸業務 

３ 不動産事業の営業費用には「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用による評価損157,935千円が含まれ

ております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年12月１日  至  平成22年８月31日) 

 
(注) １ 事業区分は、当社グループにおける事業別収入区分によっております。 

２ 各事業の主な業務 

(1)物流事業・・・・倉庫業務、一般貨物自動車運送業務、運送取次業務 

(2)不動産事業・・・不動産の造成、売買、不動産仲介業務、マンション、オフィスビル等の賃貸業務 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間 (自 平成20年12月１日 至 平成21年８月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間 (自 平成21年12月１日 至 平成22年８月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため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

【事業の種類別セグメント情報】

(単位：千円)

項  目 物流事業 不動産事業 合 計 消去又は全社 連 結

    売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 3,522,150 288,754 3,810,904 ― 3,810,904

(2) セグメント間の内部売上 
  高又は振替高

― ― ― ― ―

    売上高計 3,522,150 288,754 3,810,904 ― 3,810,904

    営業費用 2,799,275 309,947 3,109,222 344,776 3,453,999

    営業利益又は営業損失(△) 722,874 △21,193 701,681 (344,776) 356,904

(単位：千円)

項  目 物流事業 不動産事業 合 計 消去又は全社 連 結

    売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 3,485,372 314,794 3,800,166 ― 3,800,166

(2) セグメント間の内部売上 
  高又は振替高

― ― ― ― ―

    売上高計 3,485,372 314,794 3,800,166 ― 3,800,166

    営業費用 2,823,518 170,227 2,993,745 340,235 3,333,981

    営業利益 661,853 144,566 806,420 (340,235) 466,184
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【海外売上高】 

前第３四半期連結累計期間 (自 平成20年12月１日 至 平成21年８月31日) 

当社及び連結子会社２社は、全て本邦内にて取引をしているため該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間 (自 平成21年12月１日 至 平成22年８月31日) 

当社及び連結子会社２社は、全て本邦内にて取引をしているため該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(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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