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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12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）

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3四半期 7,389 △3.4 605 △13.2 504 △7.8 227 △12.5
22年3月期第3四半期 7,650 △5.0 697 △9.8 547 △15.7 259 15.5

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3四半期 14.37 ―
22年3月期第3四半期 16.41 ―

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3四半期 18,796 7,778 41.3 491.27
22年3月期 19,417 7,688 39.6 485.46

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  7,770百万円 22年3月期  7,681百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
23年3月期 ― 3.00 ―
23年3月期 

（予想）
3.00 6.00

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  無   

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

通期 10,000 △3.0 790 △16.7 638 △11.9 296 △18.7 18.71



(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 

（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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

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3Q 15,876,010株 22年3月期  15,876,010株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  58,376株 22年3月期  53,212株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 15,820,703株 22年3月期3Q 15,830,200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、エコカー補助金の終了などによる駆け込み需要の反動

減があったものの、新興国需要の拡大や円高の進行が一服したことなどにより、景気の回復も徐々に明るい

兆しが見えはじめてきております。しかし、その一方で資源価格の上昇の懸念や失業率が依然と高水準にあ

るなど、企業の先行きへの警戒感は薄まる状況にはなっておりません。 

 こうした情勢の中で、荷主企業からの物流合理化要請は益々強くなっており、この厳しい事業環境の下、

当社グループは高品質の物流サービスを提供すべく、経営全般にわたる効率化を図り、積極的な営業展開を

行ってまいりました。 

 この結果、当第3四半期連結累計期間の営業収益は73億8千9百万円となり、前連結累計期間に比べ2億6千1

百万円（3.4％）の減収となりました。営業原価は61億5千6百万円となり、前連結累計期間に比べ1億4千万

円（2.2％）減少し、販売費及び一般管理費は6億2千7百万円となって前連結累計期間に比べ2千8百万円

（4.3％）減少しました。これにより、営業利益は6億5百万円となり、前連結累計期間に比べ9千2百万円

（13.2％）の減益となり、経常利益は5億4百万円と前連結累計期間に比べ4千2百万円（7.8％）の減益とな

りました。特別損失に投資有価証券評価損を3千3百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額を2千7

百万円計上しましたので、当四半期純利益は2億2千7百万円となって、前連結累計期間に比べ3千2百万円

（12.5％）の減益となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

  

（倉庫業） 

 当第3四半期連結累計期間は、コピー機械関連の消耗品や輸入雑貨などの取扱が減少して保管料収入が減

少し、また、輸入雑貨や綿布などの取扱が減少して荷役荷捌料収入が減少しました。この結果、外部顧客に

対する営業収益は37億7千4百万円となり、前連結累計期間に比べ1億2千6百万円（3.3％）の減収となりまし

た。コスト面では下払作業費用も減少しましたが、前連結累計期間に比べ6千1百万円の減益となり、6千5百

万円のセグメント損失となりました。 

  

（運送業） 

 当第3四半期連結累計期間は、事務所の移転作業の取扱が増加して運送料収入が増加しましたが、販売促

進用品等の取扱が減少して作業料収入が減少しました。この結果、外部顧客に対する営業収益は26億5千万

円となり、前連結累計期間に比べ9千8百万円（3.6％）の減収となりました。コスト面では作業費用は減少

しましたが、運送費用が増加しましたので、前連結累計期間に比べ3千4百万円（28.3％）減益となり、8千7

百万円のセグメント利益となりました。 

  

（不動産賃貸業） 

 当第3四半期連結累計期間は、一部の顧客の賃貸面積が減少したことにより、外部顧客に対する営業収益

は8億1千2百万円となり、前連結累計期間に比べ8百万円（1.0％）の減収となりました。しかし、コスト面

で減価償却費や修繕費が減少しましたので、前連結累計期間に比べ2千4百万円（4.5％）の増益となり、5億

6千7百万円のセグメント利益となりました。 

  

（その他の事業） 

 当第3四半期連結累計期間は、ゴルフ練習場の利用客数が夏季の猛暑の影響もあって前年同期を下回りま

したので、外部顧客に対する営業収益は1億5千2百万円となり、前連結累計期間に比べ2千7百万円

（15.4％）の減収となりました。コスト面では人件費が減少しましたが、前連結累計期間に比べ2千万円

（56.1％）の減益となり、1千6百万円のセグメント利益となりました。 

  

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
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（資産）  

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて4.1％減少し、37億1百万円となりました。これは、現金及び預金

が2億8千9百万円増加したのに対し、受取手形及び売掛金が2億1千3百万円、有価証券が2億4千万円減少した

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3.0％減少し、150億9千5百万円となりました。これは、建物及び

構築物が減価償却等により3億7百万円 、投資有価証券が時価評価の下落によって1億4百万円、それぞれ減

少したことなどによります。 

 この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べて3.2％減少し、187億9千6百万円となりました。 

  

（負債）  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて11.3％減少し、25億2千4百万円となりました。これは、支払手形

及び買掛金が1億2千6百万円、未払法人税等が1億2千5百万円それぞれ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4.4％減少し、84億9千4百万円となりました。これは、長期借入

金が3億9千8百万円減少したことなどによります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて6.1％減少し、110億1千8百万円となりました。 

  

（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.2％増加し、77億7千8百万円となりました。これは、利益剰

余金が1億3千2百万円増加したことによります。 

  

 平成23年3月期の業績予想につきましては、平成22年10月28日発表の業績予想に変更はありません。今

後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第1四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年3月10

日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平

成20年3月10日）を適用しております。 

 これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

②資産除去債務に関する会計基準の適用 

 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、当第3四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は656千円、税金等調整前四半期純

利益は、28,073千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額

は32,054千円であります。 

  

該当事項はありません。 

(2) 連結財政状態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 

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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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12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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,827,150 1,537,321

受取手形及び売掛金 888,770 1,102,515

有価証券 819,284 1,059,569

繰延税金資産 57,510 107,472

その他 115,473 62,576

貸倒引当金 △6,874 △8,599

流動資産合計 3,701,313 3,860,855

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,292,230 7,599,291

機械装置及び運搬具（純額） 288,888 326,372

工具、器具及び備品（純額） 73,599 84,167

土地 4,913,971 4,913,971

リース資産（純額） 39,839 47,985

建設仮勘定 － 4,830

有形固定資産合計 12,608,529 12,976,618

無形固定資産

借地権 295,290 295,290

その他 20,751 25,841

無形固定資産合計 316,041 321,131

投資その他の資産

投資有価証券 1,732,102 1,836,938

繰延税金資産 97,202 93,511

その他 364,231 352,608

貸倒引当金 △22,747 △24,547

投資その他の資産合計 2,170,787 2,258,511

固定資産合計 15,095,359 15,556,261

資産合計 18,796,672 19,417,116
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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12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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 320,423 447,249

短期借入金 300,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 1,322,994 1,408,688

未払金 57,797 16,743

リース債務 11,403 11,403

未払法人税等 31,799 157,610

未払消費税等 22,952 29,800

賞与引当金 79,375 164,306

未払費用 236,134 203,826

その他 141,240 106,393

流動負債合計 2,524,121 2,846,020

固定負債

社債 500,000 500,000

長期借入金 6,941,430 7,339,738

長期預り金 236,400 236,400

リース債務 30,427 38,980

繰延税金負債 143,593 147,384

退職給付引当金 505,831 500,635

役員退職慰労引当金 103,971 119,747

資産除去債務 32,356 －

固定負債合計 8,494,011 8,882,885

負債合計 11,018,132 11,728,905

純資産の部

株主資本

資本金 2,539,731 2,539,731

資本剰余金 2,314,681 2,314,681

利益剰余金 2,784,072 2,651,677

自己株式 △15,818 △15,020

株主資本合計 7,622,666 7,491,069

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 148,073 190,316

評価・換算差額等合計 148,073 190,316

新株予約権 7,800 6,825

純資産合計 7,778,539 7,688,211

負債純資産合計 18,796,672 19,417,116
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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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

営業収益 7,650,391 7,389,367

営業原価 6,296,678 6,156,490

営業総利益 1,353,712 1,232,877

販売費及び一般管理費

給料及び手当 356,175 326,841

その他 299,978 300,834

販売費及び一般管理費合計 656,153 627,675

営業利益 697,559 605,201

営業外収益

受取利息 1,974 1,038

受取配当金 26,090 28,005

社宅使用料 16,978 18,700

持分法による投資利益 － 18,399

その他 16,899 14,504

営業外収益合計 61,943 80,648

営業外費用

支払利息 166,653 151,094

持分法による投資損失 16,222 －

その他 29,085 29,809

営業外費用合計 211,961 180,904

経常利益 547,540 504,945

特別損失

固定資産処分損 31,358 －

投資有価証券評価損 － 33,268

ソフトウエア仮勘定除却損 31,700 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 27,416

特別損失合計 63,058 60,685

税金等調整前四半期純利益 484,482 444,260

法人税、住民税及び事業税 126,876 152,299

法人税等調整額 97,777 64,610

法人税等合計 224,654 216,909

四半期純利益 259,828 227,350
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当第3四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日) 

 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21年4月1日 至 平成21年12月31日) 

  

 
  

 (注) 1.事業区分の方法 

      当社の事業区分の方法は事業の種類、性質に応じて区分しております。 

     2.各事業の主要内容      

        ① 倉庫業    ………… 倉庫業者の営む貨物保管、荷役荷捌及びこれに付随す 

                                           る業務      

        ② 運送業    ………… 貨物自動車運送事業者の営む貨物自動車運送及びこれ 

                                           に付随する業務 

        ③ 不動産賃貸業 ………… 土地、家屋等の賃貸及び駐車場業 

        ④ その他の事業 ………… ゴルフ練習場業 

     3.第1四半期連結会計期間より本社費用の配賦基準を見直しております。これにより、従来 

       の方法によった場合に比べ、第3四半期連結累計期間における倉庫業セグメントの営業利益 

       が29,552千円増加し、不動産賃貸業セグメントの営業利益が同額減少しております。 

  

（追加情報） 

 従来、倉庫業セグメントに計上していた大阪港営業所及び厚木営業所における営業倉庫物件の一部につ

いて、倉庫建物の再編方針に基づく営業倉庫の登録の抹消により、不動産賃貸業における単一の事業単位

となったため、第1四半期連結会計期間より不動産賃貸業セグメントに計上しております。これにより、倉

庫業セグメントにおける営業収益及び営業利益がそれぞれ243,315千円及び154,173千円減少し、不動産賃

貸業セグメントにおける営業収益及び営業利益がそれぞれ同額増加しております。 

  

前第3四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日) 

 在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

前第3四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日) 

 海外売上高がないため、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) セグメント情報等

【事業の種類別セグメント情報】

倉庫業 
(千円)

運送業 
(千円)

不動産賃貸業
(千円)

その他の事業
(千円)

計 
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

営 業 収 益

 (1)外部顧客に対する 
  営業収益

3,901,034 2,748,998 820,315 180,042 7,650,391 ─ 7,650,391

 (2)セグメント間の内部 
  営業収益又は振替高

27,776 1,039,657 125,128 34,644 1,227,206 (1,227,206) ─

計 3,928,811 3,788,655 945,443 214,686 8,877,598 (1,227,206) 7,650,391

営業利益又は営業損失
（△）

△3,571 121,376 542,933 36,821 697,559 ─ 697,559

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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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。 

  

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諸表が入手可能であり、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、本店に営業統括をおき、倉庫業を中心に事業活動を展開しております。なお、事業の種類、性

質に応じて区分しており、「倉庫業」、「運送業」、「不動産賃貸業」、「その他の事業」を報告セグメ

ントとしております。 

「倉庫業」は、倉庫業者の営む貨物保管、荷役荷捌及びこれに付随する業務、「運送業」は、貨物自動

車運送事業者の営む貨物自動車運送及びこれに付随する業務、「不動産賃貸業」は、土地、家屋等の賃貸

及び駐車場業、「その他の事業」は、ゴルフ練習場業等であります。 

  

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3四半期連結累計期間(自  平成22年4月1日  至  平成22年12月31日) 

  

 
(注) セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益に一致しております。 

  

当第3四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年12月31日) 

 該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】

(単位：千円）

報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額倉庫業 運送業

不動産
賃貸業

その他の
事業

計

営 業 収 益

 外部顧客に対する営業
収益

3,774,063 2,650,757 812,307 152,239 7,389,367 ─ 7,389,367

 セグメント間の内部営
業収益又は振替高

36,775 1,085,800 125,128 34,924 1,282,629 △1,282,629 ─

計 3,810,838 3,736,558 937,435 187,163 8,671,997 △1,282,629 7,389,367

セグメント利益又は損失
(△)

△ 65,215 87,063 567,186 16,166 605,201 ─ 605,201

(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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