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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 193,985 9.9 11,418 5.1 12,468 12.2 6,969 5.4
22年3月期第3四半期 176,536 △6.5 10,869 57.4 11,114 60.5 6,610 55.7

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 27.60 ―

22年3月期第3四半期 25.94 ―

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 354,659 174,536 48.3 687.35
22年3月期 368,887 174,140 46.3 670.36

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  171,415百万円 22年3月期  170,825百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
23年3月期 ― 4.50 ―

23年3月期 
（予想）

4.50 9.00

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  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 256,000 7.7 13,000 3.8 14,000 10.0 8,500 12.7 33.66
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(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き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予想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.4「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 278,851,815株 22年3月期  278,851,815株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  29,464,055株 22年3月期  24,026,152株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 252,490,756株 22年3月期3Q  254,834,905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、緩やかながらも景気は回復を続けてまいりました

が、急激な円高や依然厳しさが残る雇用情勢などにより、足踏み状態に転じてまいりました。 

 貨物自動車運送業界におきましては、消費・生産関連荷物は前年度の急激な落ち込みからの反動もあ

り、幾分持ち直してまいりましたが、顧客の物流コスト削減への取り組みは一段と厳しさを増すなど依然

として厳しい経営環境下にありました。 

 このような状況のもと当社グループでは、お客様目線による輸送サービスの向上を営業の基本方針と

し、営業展開を行ってまいりました。 

 以上の結果、売上高は1,939億85百万円（前年同期比9.9％増）、営業利益は114億18百万円（前年同期

比5.1％増）となり、経常利益は124億68百万円（前年同期比12.2％増）、四半期純利益は69億69百万円

（前年同期比5.4％増）となりました。 

 なお、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」の適用に伴い、従

来、「運送事業」に含めていた国際運送業及び「流通加工事業」に含めていた通関業を「国際事業」とし

て表示しております。また、「運送事業」に含めていた損害保険代理業につきましては、「その他事業」

に含めて表示しております。 

 当第３四半期連結累計期間におけるセグメント別の状況は以下のとおりとなりました。 

 運送事業におきましては、新規顧客の開拓とあわせて、情報化の推進や全国ネットワーク網を活かした

輸送サービスの提供による物量の確保にも努め、売上高は1,747億19百万円、営業利益は100億80百万円と

なりました。  

 流通加工事業におきましては、３ＰＬ事業の拡大により加工作業料等が増加し、売上高は85億40百万

円、営業利益は8億27百万円となりました。 

 国際事業におきましては、円高の進展に伴い、輸入通関業務の拡大により、売上高は18億64百万円、営

業利益は2億71百万円となりました。 

 その他事業におきましては、商品販売やコンビニエンスストア事業に持ち直し傾向が顕著となり、売上

高は88億59百万円、営業利益は32億10百万円となりました。 

（参考）前期を組み替えた場合の売上比較               （単位：百万円、％） 

 
  

（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の総資産は、前連結会計年度末に比べて142億28百万円減少し3,546億59百

万円となりました。これは主に、転換社債型新株予約権付社債の一部繰り上げ償還による現金及び預金の

減少などにより流動資産が57億80百万円、建物及び構築物や投資有価証券の減少などにより固定資産が84

億47百万円減少したことによります。 

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

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）

比較増減

金 額 前期比

運送事業 159,356 174,719 15,362 9.6

流通加工事業 7,781 8,540 759 9.8

国際事業 1,767 1,864 97 5.5

その他事業 7,629 8,859 1,230 16.1

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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負債合計は、前連結会計年度末に比べて146億24百万円減少し1,801百22万円となりました。これは主

に、１年内償還予定の社債の増加などにより流動負債が20億37百万円増加した反面、社債や転換社債型新

株予約権付社債の減少などにより固定負債が166億62百万円減少したことによります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて3億96百万円増加し1,745億36百万円となりました。これは主に、

その他有価証券評価差額金の減少などにより評価・換算差額等が18億99百万円減少した反面、利益剰余金

の増加などにより株主資本が24億90百万円増加したことによります。  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から36億35百万円減少

し257億25百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前四半期純利益や減価償却費が増加した反面、

引当金の増減額の減少や法人税等の支払額が増加したことなどにより134億57百万円（前年同四半期比

7.3％減）の資金収入となりました。  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出が増加した反面、定期預金

の払戻による収入が増加したことなどにより31百万円（前年同四半期は47億20百万円の資金支出）の資金

収入となりました。  

 財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出の増加やセール＆リースバッ

クによる収入が減少したことなどにより170億83百万円（前年同四半期は11億59百万円の資金支出）の資

金支出となりました。 

  

通期の業績見通しにつきましては、景気の回復から、荷物取扱量は増加傾向にあり、売上高は計画を上

回る見込みでありますが、営業利益につきましては、車両購入に伴う諸経費の増加や燃料費の高騰もあり

据え置いております。また、経常利益につきましては、営業外収益の増加により、当期純利益につきまし

ては、税負担の軽減もあり、それぞれ計画を上回る見込みであります。 

 以上の状況により、平成22年11月８日に公表いたしました予想数値を下記のとおり修正いたします。 

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）  

 
※上記の予想は現時点において、入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおり

ますので、実際の業績とは異なる場合があります。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

売上高 
（百万円）

営業利益
（百万円）

経常利益
（百万円）

当期純利益 
（百万円）

1株当たり当期
純利益（円）

前回発表予想（Ａ） 
（平成22年11月８日発表）

254,500 13,000 13,500 7,600 30.01

今回修正予想（Ｂ） 256,000 13,000 14,000 8,500 33.71

増減額（Ｂ－Ａ） 1,500 ― 500 900 ―

増減率 0.6％ ― 3.7％ 11.8％ ―

（参考）前期実績 237,715 12,524 12,732 7,543 29.60
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該当事項はありません。  

  

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。 

②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法人税等並びに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

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、営業利益及び経常利益はそれぞれ12百万円減少しており、税金等調整前四半期純利益が

111百万円減少しております。 

また、当該会計基準及び同適用指針の適用開始による資産除去債務の変動額は290百万円でありま

す。 

  

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：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 27,047 35,149

受取手形及び売掛金 36,921 33,935

繰延税金資産 711 1,917

その他 2,977 2,464

貸倒引当金 △118 △147

流動資産合計 67,539 73,320

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 196,315 198,097

減価償却累計額 △127,697 △124,740

建物及び構築物（純額） 68,617 73,356

機械装置及び運搬具 53,309 49,648

減価償却累計額 △44,962 △42,566

機械装置及び運搬具（純額） 8,346 7,082

工具、器具及び備品 12,905 12,415

減価償却累計額 △10,740 △10,108

工具、器具及び備品（純額） 2,164 2,307

土地 178,512 177,488

建設仮勘定 120 3,426

有形固定資産合計 257,762 263,660

無形固定資産 2,266 2,124

投資その他の資産   

投資有価証券 22,301 25,123

繰延税金資産 1,213 1,091

その他 3,730 3,766

貸倒引当金 △153 △198

投資その他の資産合計 27,091 29,782

固定資産合計 287,119 295,567

資産合計 354,659 368,887
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,878 17,650

短期借入金 12,400 12,300

1年内償還予定の社債 10,140 280

1年内返済予定の長期借入金 6,871 13,566

リース債務 1,207 987

未払法人税等 1,669 4,217

賞与引当金 1,318 3,362

その他 14,945 14,028

流動負債合計 68,430 66,392

固定負債   

社債 － 10,140

転換社債型新株予約権付社債 17,742 23,502

長期借入金 33,721 32,247

リース債務 2,911 3,603

再評価に係る繰延税金負債 31,325 31,326

退職給付引当金 13,887 14,470

負ののれん 182 219

その他 11,921 12,845

固定負債合計 111,692 128,354

負債合計 180,122 194,747

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,310 30,310

資本剰余金 37,107 37,107

利益剰余金 87,848 83,030

自己株式 △12,610 △10,282

株主資本合計 142,656 140,165

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,336 4,233

土地再評価差額金 26,424 26,425

為替換算調整勘定 △1 △0

評価・換算差額等合計 28,759 30,659

少数株主持分 3,120 3,315

純資産合計 174,536 174,140

負債純資産合計 354,659 368,887
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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) 

売上高 176,536 193,985

売上原価 162,777 179,375

売上総利益 13,758 14,609

販売費及び一般管理費 2,889 3,190

営業利益 10,869 11,418

営業外収益   

受取利息 22 19

受取配当金 392 430

有価証券売却益 5 0

金利スワップ評価益 160 －

負ののれん償却額 12 36

補助金収入 － 953

その他 203 289

営業外収益合計 796 1,730

営業外費用   

支払利息 500 512

金利スワップ評価損 － 68

その他 50 99

営業外費用合計 551 680

経常利益 11,114 12,468

特別利益   

固定資産売却益 11 337

貸倒引当金戻入額 － 20

負ののれん発生益 － 213

段階取得に係る差益 － 90

その他 － 2

特別利益合計 11 664

特別損失   

固定資産売却損 0 2

固定資産除却損 74 183

減損損失 41 416

投資有価証券評価損 111 53

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 99

ゴルフ会員権評価損 11 0

特別退職金 － 65

特別損失合計 239 821

税金等調整前四半期純利益 10,886 12,311

法人税、住民税及び事業税 3,580 3,880

法人税等調整額 438 1,109

法人税等合計 4,018 4,989

少数株主損益調整前四半期純利益 － 7,322

少数株主利益 256 352

四半期純利益 6,610 6,969
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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 10,886 12,311

減価償却費 6,596 8,250

負ののれん償却額 △12 △36

減損損失 41 416

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 99

引当金の増減額（△は減少） △1,356 △2,779

その他 1,650 1,491

小計 17,805 19,753

利息及び配当金の受取額 414 450

利息の支払額 △476 △471

法人税等の支払額 △3,232 △6,274

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,511 13,457

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 △2,796 △9,159

有形固定資産の売却による収入 137 4,865

投資有価証券の取得による支出 △53 △102

投資有価証券の売却による収入 49 1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

998 289

定期預金の預入による支出 △8,362 △8,377

定期預金の払戻による収入 5,812 12,867

その他 △507 △352

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,720 31

財務活動によるキャッシュ・フロー   

借入れによる収入 45,800 38,900

借入金の返済による支出 △39,458 △44,354

社債の償還による支出 △10,140 △6,106

セール・アンド・リースバックによる収入 5,000 426

リース債務の返済による支出 △163 △898

配当金の支払額 △2,143 △2,132

自己株式の取得による支出 － △2,327

その他 △54 △591

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,159 △17,083

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,630 △3,598

現金及び現金同等物の期首残高 21,151 29,360

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △37

現金及び現金同等物の四半期末残高 29,782 25,725
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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） 

（単位：百万円）

 
（注）1 事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。 

 2 各事業区分の主な業務内容 

 
  

【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） 

全セグメントの売上高に占める「本邦」の割合が90％を越えているため、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） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社グループ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。 

当社グループは、国内にネットワークを構築し、国内貨物輸送を主とした事業を行っております。ま

た、流通倉庫においては、お客様の出荷業務を請負う３ＰＬ事業を行うとともに、全国に有する19拠点

の通関事業所を拠点に海外向けの輸送の取扱いを行っております。これらの事業を各担当部門で、包括

的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は国内輸送を行う「運送事業」、流通倉庫での３ＰＬ業務を主とした「流通加工事

業」及び通関・国際貨物の取扱いを行う「国際事業」を報告セグメントとしております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

運送事業 流通加工
事業 その他事業 計 消去又は 

全社 連結

 売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 159,718 9,486 7,331 176,536 － 176,536

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

－ － 5,979 5,979 △ 5,979 －

計 159,718 9,486 13,311 182,516 △ 5,979 176,536

 営業費用 149,320 8,497 11,987 169,805 △ 4,138 165,667

 営業利益 10,397 989 1,323 12,710 △ 1,841 10,869

事業区分 主要な事業内容

運送事業 貨物運送事業・港湾運送事業・その他付帯事業

流通加工事業 倉庫業・通関業・流通加工業

その他事業
不動産等の賃貸業・ボウリング事業・物品販売事業・コンビニエンスストア事
業・労働者派遣業（委託業務）・警備業・自動車整備事業・その他の事業
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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）「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、不動産の賃貸業、ボウリング事業

及び物品販売事業などであります。 

  

３．報告セグメント利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：百万円）

 
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない広告宣伝費及び各連結会社本社の管理部門に係る費用でありま

す。 

  

（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。  

  

報告セグメント
その他 
（注） 合計

運送事業 流通加工
事業 国際事業 計

 売上高

  外部顧客に対する売上高 174,719 8,540 1,864 185,125 8,859 193,985

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

－ － － － 6,964 6,964

計 174,719 8,540 1,864 185,125 15,824 200,950

 セグメント利益 10,080 827 271 11,178 3,210 14,389

利  益 金  額

報告セグメント計 11,178

「その他」の区分の利益 3,210

全社費用（注） △2,970

四半期連結損益計算書の営業利益 11,418

(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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