
平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年2月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 岡山県貨物運送株式会社 上場取引所 東 
コード番号 9063 URL http://www.okaken.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 壷坂 須美男
問合せ先責任者 （役職名） 専務取締役 （氏名） 佐々木 稔 TEL 086-252-2117
四半期報告書提出予定日 平成23年2月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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 29,642 4.5 1,243 36.1 1,267 40.5 699 △5.1
22年3月期第3四半期 28,353 △11.2 913 201.4 902 273.0 736 ―

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 32.41 ―
22年3月期第3四半期 34.14 ―

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 42,196 9,617 22.7 445.03
22年3月期 40,611 9,109 22.4 421.46

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  9,598百万円 22年3月期  9,091百万円

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 ― 0.00 ― 4.00 4.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
4.00 4.00

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 38,800 2.6 1,010 △8.3 1,000 △7.7 450 △66.1 20.86



(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きの対象外であり、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 
 業績予想につきましては、発表日現在のデータ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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「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 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 22,000,000株 22年3月期  22,000,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  431,608株 22年3月期  428,409株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 21,569,715株 22年3月期3Q 21,572,134株
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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 

   当第３四半期連結累計期間における日本の経済は、輸出の伸びや、エコカー減税などの政府

の経済対策により一部で持ち直し基調で推移したものの、急速な円高や株式市場の低迷などに

よる景況感の悪化により、本格的な回復には至っておりません。 

   物流業界におきましても、輸出貨物を中心として回復傾向にあるものの国内貨物輸送量は減

少傾向が続き、さらに安全や環境など事業者に求められる社会的責任はますます厳しさを増し、

コストの増加は避けられない状況であり、依然として厳しい経営環境が続いております。 

   このような中、当社グループは、主力の特別積合事業を中心として付帯事業の倉庫、引越部

門を強化するとともに、平成２２年１０月１日に大手医薬品卸会社より丸一倉庫運輸株式会社

の株式を１００％譲り受け、当社の連結子会社といたしました。また、お客様から更なる信頼

をいただけるべく、社内教育を通じ、高度な輸送品質の構築に努めてまいりました。 

   その結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は２９６億４千２百万円（前年同期比１０

４.５％）となり、営業利益は１２億４千３百万円（前年同期営業利益は９億１千３百万円）、

経常利益は１２億６千７百万円（前年同期経常利益は９億２百万円）、四半期純利益は６億９

千９百万円（前年同期純利益は７億３千６百万円）となりました。 

   

   当第３四半期連結累計期間のセグメントの状況は、次のとおりであります。 

 ① 貨物運送関連 

    貨物運送関連につきましては、営業活動の強化に取り組んだこと、また、自動車部品、家

電関連を中心とした物量の回復などにより、営業収益は２８０億６千４百万円（前年同期比

１０４.７％）となり、営業利益は１０億２千７百万円（前年同期利益は７億１千７百万円）

となりました。 

  ② 不動産賃貸 

    不動産賃貸につきましては、東京に所在する当社保有のビルを賃貸しており、営業収益は

１億６千５百万円（前年同期と同額）となり、営業利益は１億９百万円（前年同期利益は７

千８百万円）となりました。 

 ③ その他 

    その他につきましては、大半を占める石油製品販売の販売価格が前年同期に比べ上昇した

ことなどにより、営業収益は１４億１千１百万円（前年同期比１０２.６％）となりました

が、価格競争の激化に伴う販売差益の減少等により、営業利益は７千１百万円（前年同期利

益は８千６百万円）となりました。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

   当第３四半期連結会計期間末の総資産は４２１億９千６百万円となり、前連結会計年度末に

比べ１５億８千４百万円の増加となりました。これは、現金及び預金が７億８千８百万円、受

取手形及び営業未収入金が４億２千万円、有形固定資産が４億１千２百万円増加したことなど

によるものであります。 

   負債につきましては３２５億７千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ１０億７千７百

万円の増加となりました。これは、短期借入金が２６億８千２百万円減少し長期借入金が３２

億２千３百万円増加したこと（主にシンジケートローンの契約終了に伴う返済及び新規借入に

よる）や、支払手形及び営業未払金が３億７百万円増加したことなどによるものであります。 

   純資産につきましては９６億１千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億７百万円の

増加となりました。これは、利益剰余金が６億１千２百万円増加し、その他有価証券評価差額

金が１億５百万円減少したことなどによるものであります。 

 



 

（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、エコカー補助金制度の終了や家電エコポイント制度の

縮小等に伴う関連業界の需要減退、燃料価格の上昇など、物流業界を取り巻く経営環境は引き

続き厳しい状況が続く見通しでありますが、現時点では概ね予想の範囲内で推移しているため、

平成２２年１１月１０日に公表した予想数値からの変更はありません。 

２．その他の情報 

（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 

  ① 簡便な会計処理につきましては、重要性が乏しいため記載を省略します。 

  ② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理につきましては、該当事項はありません。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  ① 連結の範囲に関する事項の変更 

   （連結の範囲の変更） 

     第３四半期連結会計期間より、丸一倉庫運輸株式会社の株式を新たに取得したため、連

結の範囲に含めております。 

   （変更後の連結子会社の数） 

     ９社 

  ② 会計基準等の改正に伴う変更 

   （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２百万円、税金等調

整前四半期純利益は６４百万円それぞれ減少しております。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８３百万円であります。 

    （企業結合に関する会計基準等の適用） 

      当第 3 四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号 

平成 20 年 12 月 26 日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成

20 年 12 月 26 日）、「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第 23

号 平成 20 年 12 月 26 日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第 7 号 平成

20年 12月 26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成 20年 12月 26

日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会

計基準適用指針第 10 号 平成 20 年 12 月 26 日）を適用しております。 

   ③ 表示方法の変更 

    （四半期連結損益計算書） 

     1.「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成 20 年 12 月 26 日）に基

づく「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」

（平成 21 年 3 月 24 日 内閣府令第 5 号）の適用により、当第３四半期連結累計期間で

は、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

     2．前第３四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示していた

「助成金収入」は営業外収益総額の 100 分の 20 を超えたため、当第３四半期連結累計

期間では区分掲記することとしました。なお、前第３四半期連結累計期間の営業外収益

の「その他」に含まれている「助成金収入」は６２百万円であります。 



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 4,137,212 3,348,976

受取手形及び営業未収入金 6,618,272 6,197,505

有価証券 101,120 －

たな卸資産 148,903 132,637

その他 464,205 485,436

貸倒引当金 △9,025 △16,602

流動資産合計 11,460,688 10,147,953

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,818,143 10,155,278

車両運搬具（純額） 1,776,268 1,763,206

土地 15,796,829 15,014,661

その他（純額） 92,064 137,637

有形固定資産合計 27,483,306 27,070,783

無形固定資産 596,294 601,201

投資その他の資産   

投資有価証券 2,174,296 2,325,844

その他 498,639 486,803

貸倒引当金 △16,811 △20,984

投資その他の資産合計 2,656,123 2,791,663

固定資産合計 30,735,724 30,463,648

資産合計 42,196,412 40,611,601

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 3,027,997 2,720,209

短期借入金 11,229,267 13,911,573

未払法人税等 366,588 338,754

賞与引当金 4,500 228,122

その他 2,454,647 2,003,759

流動負債合計 17,083,000 19,202,418

固定負債   

長期借入金 11,119,588 7,896,012

退職給付引当金 2,732,281 2,809,000

役員退職慰労引当金 154,513 143,300

資産除去債務 84,786 －

その他 1,404,878 1,450,889

固定負債合計 15,496,048 12,299,202

負債合計 32,579,049 31,501,621



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,420,600 2,420,600

資本剰余金 1,761,954 1,761,954

利益剰余金 5,259,535 4,646,696

自己株式 △79,879 △79,496

株主資本合計 9,362,209 8,749,754

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 236,385 342,000

評価・換算差額等合計 236,385 342,000

少数株主持分 18,768 18,226

純資産合計 9,617,363 9,109,980

負債純資産合計 42,196,412 40,611,601



（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 28,353,823 29,642,502

営業原価 26,439,134 27,348,675

営業総利益 1,914,688 2,293,827

販売費及び一般管理費 1,001,209 1,050,182

営業利益 913,478 1,243,645

営業外収益   

受取利息 995 339

受取配当金 19,655 21,213

受取賃貸料 133,027 135,575

持分法による投資利益 35,827 29,126

助成金収入 － 105,008

その他 137,297 60,416

営業外収益合計 326,803 351,679

営業外費用   

支払利息 332,858 295,893

その他 5,365 31,802

営業外費用合計 338,223 327,696

経常利益 902,058 1,267,628

特別利益   

固定資産売却益 25,624 207,178

貸倒引当金戻入額 － 2,257

特別利益合計 25,624 209,436

特別損失   

固定資産除売却損 27,786 11,604

投資有価証券評価損 6,348 3,421

リース解約損 － 10,770

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 61,817

特別損失合計 34,134 87,614

税金等調整前四半期純利益 893,548 1,389,450

法人税、住民税及び事業税 167,873 527,440

法人税等調整額 △13,132 160,842

法人税等合計 154,741 688,282

少数株主損益調整前四半期純利益 － 701,167

少数株主利益 2,335 2,041

四半期純利益 736,471 699,125



（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 893,548 1,389,450

減価償却費 1,668,777 1,381,402

のれん償却額 － 16,311

退職給付引当金の増減額（△は減少） △42,021 △76,718

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,500 10,105

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,737 △12,105

賞与引当金の増減額（△は減少） △123,045 △232,622

投資有価証券評価損益（△は益） 6,348 3,421

有形固定資産除売却損益（△は益） 2,161 △195,573

受取利息及び受取配当金 △20,650 △21,552

支払利息 332,858 295,893

持分法による投資損益（△は益） △35,827 △29,126

売上債権の増減額（△は増加） △621,450 △348,360

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,397 △16,266

仕入債務の増減額（△は減少） 367,799 292,976

その他 464,475 206,399

小計 2,886,813 2,663,633

利息及び配当金の受取額 33,362 34,199

利息の支払額 △291,694 △266,556

法人税等の支払額 △193,426 △496,454

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,435,054 1,934,822

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △655,450 △584,704

定期預金の払戻による収入 861,600 675,850

有価証券の取得による支出 － △101,227

投資有価証券の取得による支出 △5,165 △8,634

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △260,961

有形固定資産の取得による支出 △1,067,935 △1,511,966

有形固定資産の売却による収入 115,840 273,084

その他 11,933 12,785

投資活動によるキャッシュ・フロー △739,176 △1,505,774

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） 583,901 535,100

長期借入れによる収入 2,640,000 6,663,650

長期借入金の返済による支出 △3,555,803 △6,657,479

配当金の支払額 △1,022 △85,041

その他 △4,307 △5,894

財務活動によるキャッシュ・フロー △337,232 450,334

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,358,646 879,381

現金及び現金同等物の期首残高 2,042,312 2,869,476

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,400,958 3,748,857



 
 

 

   

（４）継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 

 

 

（５）セグメント情報 

[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：千円) 

 貨物運送関連事業 不動産賃貸事業       石油製品販売等事業 計 消去又は全社       連 結       

営  業  収  益       

(1)外部顧客に対する営業収益 26,811,204 165,951 1,376,667 28,353,823 － 28,353,823

(2)セ グ メ ン ト 間 の             

   内部営業収益又は振替高             

20,320 － 2,365,992 2,386,312 (2,386,312) －

計 26,831,524 165,951 3,742,659 30,740,135 (2,386,312) 28,353,823

営 業 利 益 717,317 78,981 86,861 883,159 30,319 913,478

 

 (注) ① 事業区分の方法 

        当社の事業区分の方法は、貨物運送に関連する事業としての貨物運送関連事業、不動産を賃貸す

る事業としての不動産賃貸事業と石油製品販売等の事業としての石油製品販売等事業にセグメン

テーションしております。 

      ② 各事業区分の主要な事業収入 

   事   業   区   分             売      上      区      分 

貨 物 運 送 関 連 事 業            

貨物自動車運送事業収入、貨物利用運送事業収入、倉庫業収入、

自動車修理業収入 

不 動 産 賃 貸 事 業            ビル賃貸収入 

石 油 製 品販 売 等 事業            

石油製品販売収入、自動車用品販売収入、建設業収入、 

保険代理手数料収入、ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ販売収入、一般労働者派遣収入 

 

[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） 

当社グループの事業はすべて国内で行っているため該当事項はありません。 

  

[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） 

当社グループの売上取引はすべて国内向けのため該当事項はありません。 

 

 

［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、各事業活動のサービス内容によって区分し、各事業について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、当社は事業内容別のセグメントから構成されており、「貨物運送関連事業」、「不動産賃貸

事業」の２つを報告セグメントとしております。 

  「貨物運送関連事業」は、当社グループの主要な業務であり、市場ニーズに対応した輸送品質の開発

や、自動車修理、貨物利用運送事業等の幅広いサービスを提供しております。「不動産賃貸事業」は、東

京に所在する当社保有のビルを賃貸しております。 

 

 



 
 

 

 

 2．報告セグメントごとの営業収益及び利益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：千円) 

報告セグメント  

貨物運送関連 不動産賃貸 計 

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) 

営  業  収  益        

外部顧客への営業収益 28,064,668 165,951 28,230,619 1,411,882 29,642,502 － 29,642,502

 セグメント間の内部 

  営業収益又は振替高 
19,599 －  19,599 2,680,542 2,700,141 (2,700,141) － 

計 28,084,268 165,951 28,250,219 4,092,425 32,342,644 (2,700,141) 29,642,502

セグメント利益 1,027,582 109,695 1,137,277 71,470 1,208,748 34,896 1,243,645

 （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、石油製品販売、自動車用品

販売、フォークリフト販売及び一般労働者派遣等を含んでおります。 

 （注 2）セグメント利益の調整額 34,896 千円は、セグメント間取引消去であります。 

（注 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。 

 

（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。 

 

 

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

    該当事項はありません。 
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