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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） 

（注）22年3月期は決算期の変更により、平成21年12月1日から平成22年3月31日までの4ヶ月間となっております。 
   このため、前年同四半期の連結経営成績（累計）及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

(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 6,464 ― 579 ― 420 ― 156 ―
22年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 9.80 ―
22年3月期第3四半期 ― ―

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 38,898 15,879 40.8 995.06
22年3月期 38,506 16,128 41.9 1,010.62

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  15,879百万円 22年3月期  16,128百万円

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 ― ― ― 6.00 6.00
23年3月期 ― 9.00 ―
23年3月期 

（予想）
9.00 18.00

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  
   22年3月期は決算期の変更により、平成21年12月1日から平成22年3月31日までの4ヶ月間となっております。 
   このため、23年3月期の連結業績予想における対前期増減率については記載しておりません。 

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

通期 8,658 ― 622 ― 439 ― 171 ― 10.72



(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、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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予想数値と大きく異なる可能性があります。 
 なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信[添付資料]P.2「1．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 (3)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「2, 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 18,200,000株 22年3月期  18,200,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  2,241,512株 22年3月期  2,241,221株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 15,958,593株 22年3月期3Q  ―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における当社グループを取り巻く事業環境は、依然としてデフレの影響が残り、景気

が足踏み状態となるなか、物流業界では、貨物取扱量は低い水準での推移となりました。また、不動産業界では、

依然として賃料相場が緩やかな下落傾向を続けるなど、引き続き厳しい状況で推移いたしました。 

 このような状況下、当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績は、営業収益につきましては6,464

百万円、利益面では、営業利益は579百万円、経常利益は420百万円となりました。また、四半期純利益は、資産除

去債務会計基準の適用に伴う影響額等を計上したことにより156百万円となりました。 

  

当社グループのセグメント別の業績は、次のとおりであります。 

①物流事業 

 物流事業におきましては、各社の物流コスト抑制及び事業者間の価格競争等といった減収要因があるなか、神

戸みなと倉庫の稼働率も影響し、その結果、営業収益は2,325百万円となりました。セグメント損益は、神戸み

なと倉庫の減価償却費等の影響を受け391百万円の損失となりました。 

②不動産事業 

 不動産事業におきましては、不動産市況が依然として低迷を続けるなか、引き続き既存施設の稼働率向上に努

めてまいりました。その結果、営業収益は3,116百万円、セグメント利益は1,543百万円となりました。 

③システム開発関連事業 

 営業収益は834百万円、セグメント利益は49百万円となりました。 

④その他 

 営業収益は188百万円、セグメント損益は４百万円の損失となりました。 

  

 なお、前連結会計年度は決算期変更に伴い４ヶ月決算であり四半期決算を行っていないため、前第３四半期累

計期間との比較は行っておりません。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（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、現金及び預金の増加等により前連結会計年度末比392百万円増の

38,898百万円となりました。負債は、借入金の増加等により前連結会計年度末比641百万円増の23,018百万円とな

りました。純資産は、配当金の支払いやその他有価証券評価差額金の減少により、前連結会計年度末比248百万円

減の15,879百万円となりました。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末の41.9％から40.8％となりました。

（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、前連結会計年度末と比較して737百万円増加し、

2,362百万円となりました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動の結果として得られた資金は、税金等調整前四半期純利益、減価

償却費、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額等により1,357百万円となりました。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

 当第３四半期連結累計期間における投資活動の結果として使用した資金は、既存施設への修繕投資による支

出、関係会社株式の取得による支出等により963百万円となりました。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果として得られた資金は、借入金の増加等により344百万円

となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 近の業績動向等を踏まえ、平成22年11月９日に公表した平成23年３月期の業績予想を変更しております。詳細

は、本日付開示「平成23年３月期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

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 

 減価償却の方法として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。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益がそれぞれ12百万円減少し、税金等調整前四半期

純利益が214百万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240百万円で

あります。 

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 2,362 1,624

受取手形及び営業未収金 525 504

その他 249 306

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 3,136 2,434

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,694 13,004

土地 2,657 2,657

信託建物及び信託構築物（純額） 5,989 6,252

信託土地 3,935 3,935

その他（純額） 334 350

有形固定資産合計 25,611 26,200

無形固定資産 187 227

投資その他の資産   

投資有価証券 9,241 8,844

その他 721 800

貸倒引当金 △0 △2

投資その他の資産合計 9,963 9,643

固定資産合計 35,762 36,071

資産合計 38,898 38,506
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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   

支払手形及び営業未払金 270 352

短期借入金 4,192 2,930

1年内返済予定の長期借入金 1,830 1,802

未払法人税等 131 54

賞与引当金 29 128

その他 632 520

流動負債合計 7,087 5,788

固定負債   

長期借入金 12,352 13,068

退職給付引当金 106 107

受入保証金 2,209 2,149

長期前受収益 651 715

その他 611 548

固定負債合計 15,931 16,589

負債合計 23,018 22,377

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,767 2,767

資本剰余金 2,699 2,699

利益剰余金 11,342 11,425

自己株式 △1,218 △1,218

株主資本合計 15,590 15,674

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 288 454

評価・換算差額等合計 288 454

純資産合計 15,879 16,128

負債純資産合計 38,898 38,506
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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）

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 6,464

営業原価 5,317

営業総利益 1,147

販売費及び一般管理費 567

営業利益 579

営業外収益  

受取配当金 69

その他 11

営業外収益合計 80

営業外費用  

支払利息 190

その他 49

営業外費用合計 240

経常利益 420

特別利益  

保険解約返戻金 19

受取和解金 128

その他 2

特別利益合計 150

特別損失  

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 202

その他 60

特別損失合計 262

税金等調整前四半期純利益 308

法人税、住民税及び事業税 204

法人税等調整額 △53

法人税等合計 151

少数株主損益調整前四半期純利益 156

四半期純利益 156
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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）

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 308

減価償却費 961

減損損失 33

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1

賞与引当金の増減額（△は減少） △98

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2

受取利息及び受取配当金 △71

支払利息 190

持分法による投資損益（△は益） 51

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 202

保険解約損益（△は益） △19

売上債権の増減額（△は増加） △20

仕入債務の増減額（△は減少） △81

前払費用の増減額（△は増加） 66

未払費用の増減額（△は減少） 18

未払又は未収消費税等の増減額 4

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 60

長期前受収益の増減額（△は減少） △64

その他 70

小計 1,607

利息及び配当金の受取額 70

利息の支払額 △192

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △128

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,357

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △283

投資有価証券の売却及び償還による収入 17

会員権の取得による支出 △3

関係会社株式の取得による支出 △720

保険積立金の解約による収入 20

その他 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △963

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,300

短期借入金の返済による支出 △37

長期借入れによる収入 900

長期借入金の返済による支出 △1,588

配当金の支払額 △227

その他 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 344

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 737

現金及び現金同等物の期首残高 1,624

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,362
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該当事項はありません。    

  

  

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、「物流事業」、「不動産事業」及び「システム開発関連事業」の３つを報告セグメントとしておりま

す。 

 各事業の主要内容は、以下のとおりであります。 

（1）物流事業…………………倉庫、貨物運送、物流不動産の企画、開発、賃貸、仲介並びに建物管理他、荷役

（2）不動産事業………………不動産の賃貸、管理、売買、仲介 

（3）システム開発関連事業…ソフト開発、システム構築、システム技術者育成事業 

  

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）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、ボウリング場の運営事業で

あります。 

２．セグメント利益の調整額 百万円には、セグメント間取引消去 百万円、各報告セグメントに配

分しない全社費用 百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一

般管理費であります。 

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 

  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） 

 第１四半期連結会計期間において、固定資産について減損損失を計上いたしました。この結果、当第３四半期連

結累計期間での物流事業の資産の減少は 百万円となっております。  

（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。 

なお、前連結会計年度は決算期変更に伴い４ヶ月決算であり四半期決算を行っていないため、前第３四半期連結累

計期間に伴う事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

  

  

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

  （単位：百万円）

  

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） 

物流 
事業 

不動産 
事業 

システム
開発関連
事業 

計 

営業収益             

外部顧客に対する 

営業収益 
 2,325  3,116  834  6,276  188  6,464  －  6,464

セグメント間の営業収益 

又は振替高 
 0  89  15  105  0  106  △106  －

計  2,326  3,206  849  6,382  188  6,570  △106  6,464

セグメント利益 

又はセグメント損失（△） 
 △391  1,543  49  1,201  △4  1,197  △617  579

△617 △12

△605

33

（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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