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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）

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3四半期 162,811 12.5 16,401 16.5 17,436 16.8 9,806 17.3
22年3月期第3四半期 144,711 △14.7 14,081 △17.7 14,927 △18.1 8,363 △21.2

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 37.35 ―
22年3月期第3四半期 31.49 ―

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 299,043 250,675 83.8 954.67
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3四半期  250,638百万円 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  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 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）2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3Q 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3Q  11,804,975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3Q 262,548,728株 22年3月期3Q 265,581,300株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日～平成22年12月31日）におけるわが国経済は、中国やアジア諸国

の需要拡大にけん引され穏やかな景気回復の兆しがみられました。しかしながら、依然として雇用情勢は厳しく、ま

た、デフレや円高の進行など懸念要素も加わり、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、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が継続し、経営環境は

厳しい状態に終始しました。 

このような状況下にあって当社グループは顧客のニーズを取り込んだ「上組デザイン物流」を推し進めるととも

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３四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12.5％増収の1,628億11百万円とな

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16.5％増益の164億1百万円、経常利益は16.8％増益の174億36百万円となり、

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98億6百万円となりました。 

  

 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、国内需要の穏やかな回復に伴い、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1,395億93百万円、セグメント利益は145億5百万円となりました。 

［国際物流事業］ 

 国際物流事業におきましては、製鉄製品を中心とした輸出貨物の取扱いやそれに付帯する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201億21百万円、セグメント利益は7億2百

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112億54百万円、セグメント利益は10億78百万円となりま

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３四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、「受取手形及び営業未収

金」及び「投資有価証券」が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて、98億57百万円増加の2,990億43

百万円となりました。 

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、「未払法人税等」及び「退職給付引当金」が減少し、「支払

手形及び下払未払金」が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて32億34百万円増加の483億67百万円と

なりました。 

当第３四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66億23百万円増加の2,506億75百万円と

なりました。この結果、自己資本比率は、83.8％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３四半期連結累計期間末残高は前連結会計年度末に比べて、86億95百万円減少の197

億9百万円となりました。 

「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169億66百万円、減価償却費71億72百万円

及び法人税等の支払い76億79百万円などにより、137億61百万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69億1百万円及び有価証券の取得による支

出175億円、有価証券の売却による収入75億円などにより、202億8百万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、22億38百万円の純支出となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期の業績は概ね計画どおり推移しており、平成22年11月８日に公表いたしました通期の連結業績予想に

変更はありません。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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。  

  

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 17,709 18,405

受取手形及び営業未収金 40,814 35,567

有価証券 13,108 12,612

貯蔵品 280 272

その他 17,771 16,229

貸倒引当金 △63 △59

流動資産合計 89,620 83,028

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 94,601 97,107

土地 66,937 64,832

その他（純額） 13,601 13,556

有形固定資産合計 175,140 175,496

無形固定資産 5,768 6,312

投資その他の資産   

投資有価証券 19,453 15,604

その他 9,333 8,801

貸倒引当金 △274 △59

投資その他の資産合計 28,512 24,347

固定資産合計 209,422 206,157

資産合計 299,043 289,185

負債の部   

流動負債   

支払手形及び下払未払金 23,343 19,593

未払法人税等 3,456 4,372

賞与引当金 100 182

その他 9,010 8,398

流動負債合計 35,910 32,547

固定負債   

退職給付引当金 11,519 11,895

役員退職慰労引当金 26 29

船舶特別修繕引当金 2 1

その他 907 660

固定負債合計 12,456 12,586

負債合計 48,367 45,133
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（単位：百万円）

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) 

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 198,938 191,364

自己株式 △8,091 △8,084

株主資本合計 249,344 241,776

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,765 2,444

為替換算調整勘定 △471 △206

評価・換算差額等合計 1,294 2,237

少数株主持分 37 37

純資産合計 250,675 244,052

負債純資産合計 299,043 289,185
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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：百万円）

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) 

作業収入 144,711 162,811

作業原価 120,000 135,417

作業総利益 24,711 27,394

販売費及び一般管理費 10,629 10,992

営業利益 14,081 16,401

営業外収益   

受取利息 83 121

受取配当金 223 246

受取地代家賃 206 204

持分法による投資利益 155 128

その他 207 355

営業外収益合計 876 1,057

営業外費用   

為替差損 18 16

その他 12 6

営業外費用合計 31 22

経常利益 14,927 17,436

特別利益   

固定資産売却益 28 59

特別利益合計 28 59

特別損失   

固定資産除売却損 132 410

投資有価証券評価損 15 118

ゴルフ会員権売却損 25 －

特別損失合計 173 529

税金等調整前四半期純利益 14,782 16,966

法人税、住民税及び事業税 6,159 6,881

法人税等調整額 260 278

法人税等合計 6,419 7,159

少数株主損益調整前四半期純利益 － 9,807

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 1

四半期純利益 8,363 9,806
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 14,782 16,966

減価償却費 7,442 7,172

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 219

退職給付引当金の増減額（△は減少） △308 △375

受取利息及び受取配当金 △307 △368

持分法による投資損益（△は益） △155 △128

投資有価証券評価損益（△は益） 15 118

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） 103 351

売上債権の増減額（△は増加） △1,191 △5,613

たな卸資産の増減額（△は増加） △17 △8

仕入債務の増減額（△は減少） 825 3,765

その他 △427 △1,006

小計 20,789 21,092

利息及び配当金の受取額 422 347

法人税等の支払額 △8,361 △7,679

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,849 13,761

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 － △17,500

有価証券の売却による収入 － 7,500

固定資産の取得による支出 △5,513 △6,901

固定資産の売却による収入 72 782

投資有価証券の取得による支出 △3,125 △3,291

投資有価証券の売却及び償還による収入 0 2,101

関係会社株式の取得による支出 △834 △2,546

貸付けによる支出 △5 △100

貸付金の回収による収入 33 22

その他 77 △275

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,295 △20,208

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） △1,144 －

自己株式の取得による支出 － △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,404 △2,238

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15 △10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 135 △8,695

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 25,163 19,709
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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） 

 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） 

 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） 

（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  134,678  18,488  153,167  9,644  162,811  － 162,811

セグメント間の内部作

業収入又は振替高 
 4,914  1,633  6,547  1,610  8,157  △8,157 －

計  139,593  20,121  159,715  11,254  170,969  △8,157 162,811

セグメント利益  14,505  702  15,208  1,078  16,286  115  16,401

115
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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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