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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 16,415 6.4 87 ― 95 ― 230 ―
22年3月期第3四半期 15,430 △9.2 △101 ― △90 ― △107 ―

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 30.34 ―
22年3月期第3四半期 △14.10 ―

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 21,706 15,444 70.5 2,013.16
22年3月期 20,666 15,316 73.5 1,997.05

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  15,309百万円 22年3月期  15,188百万円

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 ― 6.00 10.00
23年3月期 ― 4.00 ―
23年3月期 

（予想）
6.00 10.00

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 22,000 8.3 130 ― 145 ― 92 ― 12.10



(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
基づく四半期報告書のレビュー手続を実施しています。 

※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、現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づき作成したものであり、リスクや不確定な要素を含んでおりますので、 実際
の業績は業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
 なお、上記予想に関する事項は添付資料３ページ「１．当四半期の連結業績等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」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  8,258,322株 22年3月期  8,258,322株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  653,708株 22年3月期  652,746株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  7,604,903株 22年3月期3Q  7,605,576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わが国経済は、アジア諸国を中心とする新興国の成長や政府の景気刺激策等

により回復基調を維持したものの、デフレや急激な円高の進行による企業収益への影響など、先行き不透明な状況

で推移いたしました。 

物流業界におきましては、輸出入貨物は回復傾向にありますが、物流の合理化、高品質化への要求がますます強

まり、これら顧客ニーズに迅速に対応していくことが求められており、大変厳しい経営環境が続いております。 

このような状況のもと、当社グループは、北関東物流の構築、輸配送業務の強化、ＮＶＯＣＣ業務の強化等に積

極的に取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の営業収益は前年同期比6.4％増の16,415百万円、営業利益は87百万円

（前年同期は営業損失101百万円）、経常利益は95百万円（前年同期は経常損失90百万円）、特別利益に固定資産

売却益385百万円、過年度固定資産税還付金75百万円、特別損失に減損損失136百万円を計上したため、四半期純利

益は230百万円（前年同期は四半期純損失107百万円）となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①国内物流事業 

国内物流事業においては、前年同期に比べ船内荷役業務の回復や輸出入貨物が増加したことにより港湾運送業

務、貨物運送取扱業務、通関業務、流通加工業務等は増加しました。貨物運送取扱業務については、平成22年6

月から配送業務の新規受託があり、営業収益は増加しました。しかし、倉庫業務については、前年同期に比べ保

管高及び保管残高が減少したことにより、低調に推移いたしました。 

この結果、営業収益は13,939百万円、セグメント利益は476百万円となりました。 

  

②国際物流事業 

国際物流事業においては、前年同期に比較してアジアからの輸出入貨物が増加したことにより、営業収益、セ

グメント利益とも前年同期を上回りました。 

この結果、営業収益は2,380百万円、セグメント利益は79百万円となりました。 

  

なお、不動産の賃貸事業及び物流資材の販売事業等のその他事業は、営業収益111百万円、セグメント利益19

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の総資産は、減価償却により「有形固定資産」及び「無形固定資産」は減少し

ましたが、固定資産の売却、短期借入金及び長期借入金の増加により「現金及び預金」が増加し、前連結会計

年度末に比べ1,040百万円増加し21,706百万円となりました。 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、「短期借入金」及び「長期借入金」の増加により、前連結会計

年度末に比べ911百万円増加し6,262百万円となり、また、当第３四半期連結会計期間末の純資産は、「利益剰

余金」の増加等により、前連結会計年度末に比べ128百万円増加の15,444百万円となりました。 

  

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現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期

純利益が416百万円となり、減価償却費、定期預金の増加、短期借入金の増加、長期借入れ等により前連結会

計年度末より554百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末には3,570百万円となりました。 

（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獲得した資金は、431百万円（前年同期比62百万円増

加）となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益416百万円、減価償却費687百万円、売上債権

の増加額550百万円によるものであります。 

（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使用した資金は、280百万円（前年同期比88百万円増

加）となりました。これは主として、定期預金の増加額600百万円、有形固定資産の売却による収入422百万円

によるものであります。 

（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獲得した資金は、405百万円（前年同期は219百万円の使

用）となりました。これは主として、短期借入金の増加額399百万円、長期借入れによる収入300百万円、長期

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



借入金の返済による支出218百万円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 

現時点では、平成22年５月18日に公表しました業績予想に変更はありません。 

なお、今後の見通しにつきましては現在算定中でありますので、取りまとめ次第、必要に応じ速やかに開示

する予定です。  

  

（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 

（簡便な会計処理） 

 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 

（会計処理基準に関する事項の変更） 

 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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

２．その他の情報



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 4,272,228 3,119,912

受取手形及び営業未収入金 3,455,827 2,905,268

繰延税金資産 99,142 101,278

その他 386,052 327,122

貸倒引当金 △3,348 △1,248

流動資産合計 8,209,903 6,452,333

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,492,625 6,835,493

機械装置及び運搬具（純額） 428,830 514,711

工具、器具及び備品（純額） 76,709 86,230

土地 2,158,442 2,159,417

リース資産（純額） 26,338 33,182

建設仮勘定 84,476 85,865

有形固定資産合計 9,267,423 9,714,900

無形固定資産   

港湾等施設利用権 1,484,324 1,484,324

その他 506,470 728,817

無形固定資産合計 1,990,795 2,213,142

投資その他の資産   

投資有価証券 1,018,938 1,065,604

長期貸付金 202,030 182,525

差入保証金 920,625 940,597

繰延税金資産 23,705 22,989

その他 80,474 81,442

貸倒引当金 △7,160 △7,154

投資その他の資産合計 2,238,614 2,286,006

固定資産合計 13,496,832 14,214,048

資産合計 21,706,735 20,666,382



（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   

支払手形及び営業未払金 2,009,598 1,816,014

短期借入金 968,418 538,418

未払法人税等 94,610 29,783

賞与引当金 66,812 219,092

役員賞与引当金 1,800 1,500

その他 502,627 332,924

流動負債合計 3,643,867 2,937,733

固定負債   

長期借入金 1,124,000 1,072,000

繰延税金負債 307,360 248,620

退職給付引当金 954,530 849,484

その他 232,306 242,448

固定負債合計 2,618,197 2,412,554

負債合計 6,262,064 5,350,287

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,108,000 2,108,000

資本剰余金 1,862,230 1,862,230

利益剰余金 11,855,252 11,700,538

自己株式 △585,825 △585,371

株主資本合計 15,239,658 15,085,398

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 112,292 141,116

為替換算調整勘定 △42,665 △37,801

評価・換算差額等合計 69,627 103,314

少数株主持分 135,385 127,380

純資産合計 15,444,670 15,316,094

負債純資産合計 21,706,735 20,666,382



（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 15,430,339 16,415,719

営業原価 14,182,838 15,037,930

営業総利益 1,247,500 1,377,788

販売費及び一般管理費 1,349,081 1,290,198

営業利益又は営業損失（△） △101,581 87,590

営業外収益   

受取利息 6,167 5,517

受取配当金 13,481 15,609

不動産賃貸料 13,778 13,795

その他 12,261 9,224

営業外収益合計 45,689 44,147

営業外費用   

支払利息 30,144 24,054

為替差損 4,959 12,077

その他 3 50

営業外費用合計 35,106 36,181

経常利益又は経常損失（△） △90,998 95,555

特別利益   

固定資産売却益 1,389 385,443

貸倒引当金戻入額 9,353 －

過年度固定資産税還付金 － 75,505

ソフトウェア開発契約解除益 21,620 －

その他 2,104 －

特別利益合計 34,469 460,949

特別損失   

減損損失 － 136,545

固定資産除却損 3,465 3,307

ゴルフ会員権評価損 12,942 －

その他 61 24

特別損失合計 16,470 139,878

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△73,000 416,627

法人税、住民税及び事業税 22,202 98,031

法人税等調整額 3,415 79,336

法人税等合計 25,618 177,367

少数株主損益調整前四半期純利益 － 239,259

少数株主利益 8,613 8,493

四半期純利益又は四半期純損失（△） △107,231 230,765



（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△73,000 416,627

減価償却費 715,242 687,841

減損損失 － 136,545

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,319 2,105

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,508 105,045

賞与引当金の増減額（△は減少） △149,289 △152,280

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △100 300

受取利息及び受取配当金 △19,648 △21,126

支払利息 30,144 24,054

有形固定資産除却損 3,465 3,307

有形固定資産売却損益（△は益） △1,389 △385,418

ゴルフ会員権評価損 12,942 －

売上債権の増減額（△は増加） △247,016 △550,559

仕入債務の増減額（△は減少） 56,560 193,583

その他 73,679 11,354

小計 414,779 471,381

利息及び配当金の受取額 20,622 19,794

利息の支払額 △34,986 △27,689

法人税等の支払額 △31,240 △31,861

営業活動によるキャッシュ・フロー 369,175 431,624

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） － △600,000

有形固定資産の取得による支出 △61,882 △80,072

無形固定資産の取得による支出 △125,028 △23,296

有形固定資産の売却による収入 4,403 422,815

投資有価証券の取得による支出 △2,227 △2,334

投資有価証券の売却による収入 － 1,000

ゴルフ会員権の売却による収入 18,238 －

長期貸付けによる支出 △32,000 △30,000

長期貸付金の回収による収入 6,395 10,495

差入保証金の差入による支出 △3,644 △4,133

差入保証金の回収による収入 2,626 22,060

その他 761 2,980

投資活動によるキャッシュ・フロー △192,358 △280,484

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） 299,834 399,999

長期借入れによる収入 － 300,000

長期借入金の返済による支出 △443,000 △218,000

自己株式の取得による支出 － △454

配当金の支払額 △76,055 △76,051

少数株主への配当金の支払額 △489 △489

財務活動によるキャッシュ・フロー △219,710 405,004

現金及び現金同等物に係る換算差額 350 △1,960

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △42,543 554,183

現金及び現金同等物の期首残高 3,466,870 3,016,479

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,424,327 3,570,663



 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、倉庫事業を事業の中核として、国内外において様々な物流サービスを行っており、「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、国内において倉庫業を中心とした貨物の保管・荷役業務、港湾運送業務、貨物運送

取扱業務、通関業務及び流通加工業務等を行っております。 

   「国際物流事業」は、国際複合一貫輸送業務（ＮＶＯＣＣ）を中心とした海外輸送業務、海外との輸出入

貨物取扱業務及び海外での現地作業等を行っております。 

  

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） 

（単位：千円）

（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、不動産の賃貸事業及び物

流資材の販売事業等を含んでおります。 

   ２．セグメント利益の調整額△488,020千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△488,610

千円及びその他の調整額590千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 

   「国内物流事業」セグメントにおいて、事業所の閉鎖及び取り壊しを決定した一部資産について当該資産

の帳簿価額及び解体費用を減損損失に計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連

結累計期間において136,545千円であります。 

  

 （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。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
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 国際物流 計 

 営業収益 

  外部顧客への営業 

  収益 
 13,939,317  2,380,714  16,320,031  95,687  16,415,719  －  16,415,719

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
 －  －  －  16,028  16,028  △16,028  －

計  13,939,317  2,380,714  16,320,031  111,715  16,431,747  △16,028  16,415,719

 セグメント利益  476,719  79,311  556,030  19,580  575,610  △488,020  87,590

（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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