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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 106,968 13.3 10,973 18.4 11,708 18.7 6,416 17.3
22年3月期第2四半期 94,390 △17.2 9,266 △21.7 9,867 △22.1 5,471 △25.5

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2四半期 24.44 ―
22年3月期第2四半期 20.58 ―

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2四半期 295,229 247,020 83.7 940.72
22年3月期 289,185 244,052 84.4 929.40

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  246,984百万円 22年3月期  244,014百万円

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

22年3月期 ― ― ― 8.50 8.50
23年3月期 ― ―
23年3月期 

（予想）
― 8.50 8.50

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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 214,500 10.6 21,800 15.5 22,800 14.4 13,100 16.4 49.90



(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、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「(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】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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2Q 274,345,675株 22年3月期  274,345,675株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  11,796,589株 22年3月期  11,794,848株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 262,550,006株 22年3月期2Q 265,869,393株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日～平成22年９月30日）におけるわが国経済は、新興国経済の成長に

けん引され緩やかな景気回復の兆しがみられるものの、依然として雇用情勢は厳しく、また、急激な円高の進行など

外部要因も加わり、先行き不透明な状況で推移しました。 

 物流業界におきましても、アジアからの輸入貨物は、回復傾向にあるものの、輸出貨物は低水準な取扱いに終始

し、経営環境は厳しい状態が継続しました。 

 このような状況下にあって当社グループは倉庫・港湾・陸送・航空におけるトータル・オーガナイザーとして、顧

客ニーズに即した物流をデザインする「上組デザイン物流」の創造と積極的な提案型営業活動を展開するとともに、

徹底したコストの削減に取り組んでまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間における作業収入は前年同期に比べて13.3％増収の 百万円とな

り、作業収入の伸長に伴う外注費の増加はありましたものの、生産効率の追求を目的とした業務形態の見直しを行っ

た結果、営業利益は前年同期に比べて18.4％増益の 百万円、経常利益は18.7％増益の 百万円となり、

四半期純利益におきましても前年同期に比べて17.3％増益の 百万円となりました。 

  

 セグメント別の事業の状況は次のとおりであります。 

［国内物流事業］ 

 国内物流事業におきましては、政府の景気対策効果等により国内需要が回復に転じたことに伴い、メーカー各社の

荷動きも活発となり、港湾貨物を中心に製鉄原料、飼料、コンテナなど輸出入貨物の取扱いや倉庫保管、陸上貨物輸

送、工場内物流等が増加したことから、国内物流事業部門の作業収入は921億74百万円、セグメント利益は98億6百万

円となりました。 

［国際物流事業］ 

 国際物流事業におきましては、プラントを中心とした輸出貨物の取扱いやそれに付帯する梱包作業の増加と国際複

合一貫輸送貨物の取扱いが増加したことから、国際物流事業部門の作業収入は137億43百万円、セグメント利益は5億

5百万円となりました。 

［その他］ 

 その他事業におきましては、民間設備投資は持ち直しているものの、重量貨物運搬、建設機工の各部門において低

調な取扱いを余儀なくされ、その他事業部門の作業収入は67億9百万円、セグメント利益は5億85百万円となりまし

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２四半期連結会計期間末における総資産は、「有形固定資産」が減少したものの、「現金及び預金」、「受取

手形及び営業未収金」及び「有価証券」が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて、60億44百万円増加

の 百万円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、「退職給付引当金」が減少し、「支払手形及び下払未払金」及

び「未払法人税等」が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて30億76百万円増加の 百万円となり

ました。 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は、「その他有価証券評価差額金」が減少したものの、四半期純利益

による「利益剰余金」が増加したことにより、前連結会計年度末に比べて29億68百万円増加の 百万円とな

りました。この結果、自己資本比率は、83.7％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが純収入とな

り、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローがそれぞれ純支出となりました結

果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末残高は前連結会計年度末に比べて、21億45百万円増加の

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、税金等調整前四半期純利益 百万円、減価償却費 百万円

及び法人税等の支払い 百万円などにより、 百万円の純収入となりました。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、固定資産の取得による支出 百万円、有価証券の取得による支出

円及び有価証券の売却による収入 円などにより、 百万円の純支出となりました。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、配当金の支払いなどにより、 百万円の純支出となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

1,069億68

109億73 117億8

64億16

2,952億29

482億9

2,470億20

305億50

112億12 47億57

37億6 114億28

26億93

75億 45億 70億40

22億32
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の結果を受け、次のとおり修正しております。 

  

 平成23年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成22年４月１日～平成23年３月31日）  

  

（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 

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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 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。 

  

  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 

前回発表予想（Ａ）  212,000  21,700  22,600  13,100 49 90 

今回修正予想（Ｂ）  214,500  21,800  22,800  13,100 49 90 

増減額（Ｂ－Ａ）  2,500  100  200  － －  

増減率（％）  1.2  0.5  0.9  － －  

（ご参考）           

前期実績（平成22年３月期）  193,870  18,869  19,928  11,254 42 48  

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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 20,550 18,405

受取手形及び営業未収金 37,152 35,567

有価証券 15,305 12,612

貯蔵品 286 272

その他 17,700 16,229

貸倒引当金 △61 △59

流動資産合計 90,935 83,028

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 95,602 97,107

土地 65,304 64,832

その他（純額） 12,602 13,556

有形固定資産合計 173,509 175,496

無形固定資産 5,779 6,312

投資その他の資産   

投資有価証券 15,753 15,604

その他 9,527 8,801

貸倒引当金 △274 △59

投資その他の資産合計 25,005 24,347

固定資産合計 204,294 206,157

資産合計 295,229 289,185

負債の部   

流動負債   

支払手形及び下払未払金 20,690 19,593

未払法人税等 5,265 4,372

賞与引当金 177 182

その他 9,450 8,398

流動負債合計 35,583 32,547

固定負債   

退職給付引当金 11,673 11,895

役員退職慰労引当金 27 29

船舶特別修繕引当金 2 1

その他 922 660

固定負債合計 12,625 12,586

負債合計 48,209 45,133
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,642 31,642

資本剰余金 26,854 26,854

利益剰余金 195,549 191,364

自己株式 △8,085 △8,084

株主資本合計 245,960 241,776

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,342 2,444

為替換算調整勘定 △319 △206

評価・換算差額等合計 1,023 2,237

少数株主持分 36 37

純資産合計 247,020 244,052

負債純資産合計 295,229 289,185
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

作業収入 94,390 106,968

作業原価 78,094 88,629

作業総利益 16,295 18,339

販売費及び一般管理費 7,029 7,365

営業利益 9,266 10,973

営業外収益   

受取利息 54 77

受取配当金 174 163

持分法による投資利益 95 65

その他 290 439

営業外収益合計 615 744

営業外費用   

為替差損 5 5

雑支出 7 4

営業外費用合計 13 9

経常利益 9,867 11,708

特別利益   

固定資産売却益 21 50

貸倒引当金戻入額 3 －

特別利益合計 25 50

特別損失   

固定資産除売却損 121 402

投資有価証券評価損 15 143

ゴルフ会員権売却損 25 －

特別損失合計 162 546

税金等調整前四半期純利益 9,730 11,212

法人税、住民税及び事業税 4,060 4,661

法人税等調整額 199 133

法人税等合計 4,260 4,794

少数株主損益調整前四半期純利益 － 6,417

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1 0

四半期純利益 5,471 6,416

㈱上組（9364）平成23年３月期　第２四半期決算短信

-6-



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 9,730 11,212

減価償却費 4,901 4,757

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 217

退職給付引当金の増減額（△は減少） △202 △221

受取利息及び受取配当金 △229 △240

持分法による投資損益（△は益） △95 △65

投資有価証券評価損益（△は益） 15 143

ゴルフ会員権売却損益（△は益） 25 －

有形固定資産除売却損益（△は益） 99 352

売上債権の増減額（△は増加） 2,236 △1,948

たな卸資産の増減額（△は増加） 18 △14

仕入債務の増減額（△は減少） △1,488 1,104

その他 63 △385

小計 15,072 14,912

利息及び配当金の受取額 354 222

法人税等の支払額 △4,072 △3,706

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,353 11,428

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △7,500

有価証券の売却による収入 － 4,500

固定資産の取得による支出 △4,044 △2,693

固定資産の売却による収入 58 740

投資有価証券の取得による支出 △1,189 △2,481

投資有価証券の売却及び償還による収入 － 601

貸付けによる支出 △5 △100

貸付金の回収による収入 28 20

その他 46 △128

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,105 △7,040

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △2,259 △2,231

自己株式の増減額（△は増加） △1 －

自己株式の取得による支出 － △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,261 △2,232

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 △10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,981 2,145

現金及び現金同等物の期首残高 24,714 28,405

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

313 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 29,009 30,550
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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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 物流事業の作業収入及び営業利益の金額は、全セグメントの作業収入の合計及び営業利益の合計額に占める割合

がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 本邦の作業収入は、全セグメントの作業収入の合計に占める割合が90％を超えているため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。 

  

〔海外売上高〕 

 前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 海外作業収入は、連結作業収入の10％未満のため、海外作業収入の記載を省略しております。 

  

〔セグメント情報〕 

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、物流サービス事業を中核として各種の事業を行っており、国内及び海外に事業拠点を設置し、当社

が提供するサービスについて各々包括的な戦略を立案し事業活動を展開しております。 

 従って、当社は事業拠点を基礎としたサービス別のセグメントから構成されており、「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、主に港湾運送業、倉庫業及び自動車運送業を行っており、「国際物流事業」は、主に

国際輸送業を行っております。 

   

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２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

（単位：百万円）

（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、重量建設機工事業及び

不動産賃貸事業等を含んでおります。 

２ セグメント利益の調整額 百万円は連結消去に係る決算調整額です。 

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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  

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 
事業 

国際物流 
事業 

計 

作業収入    

外部顧客への作業収入  88,680  12,601  101,281  5,687  106,968  － 106,968

セグメント間の内部作

業収入又は振替高 
 3,494  1,142  4,637  1,022  5,659  △5,659 －

計  92,174  13,743  105,918  6,709  112,627  △5,659 106,968

セグメント利益  9,806  505  10,312  585  10,897  75  10,973

75
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（追加情報） 

 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。 

  

  

（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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