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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第3四半期 8,968 ― 124 ― 59 ― 19 ―

20年3月期第3四半期 9,037 △4.9 133 241.9 173 ― 223 ―

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

21年3月期第3四半期 3.53 ―

20年3月期第3四半期 43.54 ―

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

21年3月期第3四半期 14,362 4,798 32.8 877.25
20年3月期 13,021 4,966 37.6 901.96

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  4,717百万円 20年3月期  4,893百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 5.00 ― 7.50 12.50
21年3月期 ― 5.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 7.50 12.50

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 12,000 △3.2 230 11.8 160 △24.2 75 △64.4 13.91

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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  無  

(3) 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（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もの） 

[(注)詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表】4.その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載した予想数値は、現時点で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。実際の業績等は、様々な要因によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14
号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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） 21年3月期第3四半期  5,651,000株 20年3月期  5,651,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  273,680株 20年3月期  225,280株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  5,394,908株 20年3月期第3四半期  5,133,923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、米欧発の金融危機の影響による世界経済の減速が顕
在化するなか、円高や株安等の影響も加わり企業収益や業況感が悪化し、国内景気の減速感は一層強まる
状況となりました。 
当社グループを取り巻く経営環境におきましては、上半期に急上昇をみせた原油価格の悪影響は和らい

ではいるものの国内貨物輸送量は依然として減少傾向を続け、また、企業収益の悪化がもたらす設備投資
の減少と個人消費の不振が各事業分野における需要低迷に拍車をかけ厳しい経営環境が続きました。 
このような経営環境のなかで当社グループは、ソリューション型の営業活動を積極的に展開し受注獲得

に取り組み、また、顧客の物流の合理化・効率化要請に対応するため、11月には東根物流センター(山形
県東根市)を開設し、仙台北部中核工業団地(宮城県黒川郡大和町)には新たな物流拠点用地も取得しまし
た。 
この結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は、貨物の取扱量は増加しましたが、前年に撤退した

介護福祉事業の収益をカバーしきれず、8,968百万円(対前年同期比99.2％)となりました。営業利益にお
きましては、諸経費削減等の諸施策により原価率の低減に努めましたが、124百万円(対前年同期比
93.3％)となりました。経常利益におきましては、投資有価証券売却益の減少と営業外費用の増加によ
り、59百万円(対前年同期比34.3％)、四半期純利益におきましては、税効果会計等の影響もあり、19百万
円(対前年同期比8.5％)となりました。 

  

(資産) 
流動資産は、前連結会計年度末に比べて11.6％増加し、4,340百万円となりました。これは、現金及び

預金が498百万円増加したことなどによります。 
固定資産は、前連結会計年度末に比べて9.8％増加し、10,018百万円となりました。これは、有形固定

資産が924百万円増加したことなどによります。 
この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて10.3％増加し、14,362百万円となりました。 
  
(負債) 
流動負債は、前連結会計年度末に比べて1.8％減少し、4,256百万円となりました。これは、１年内償還

予定の社債が250百万円減少したことなどによります。 
固定負債は、前連結会計年度末に比べて42.7％増加し、5,306百万円となりました。これは、長期借入

金が1,591百万円増加したことなどによります。 
この結果、負債は、前連結会計年度末に比べて18.7％増加し、9,563百万円となりました。 
  
(純資産) 
純資産は、前連結会計年度末に比べて3.4％減少し、4,798百万円となりました。これは、利益剰余金が

48百万円減少したことなどによります。 
  

[定性的情報・財務諸表等]

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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当社グループを取り巻く経営環境は、下半期からの国内景気の急減速により、今後、予想を超える物量
の減少と消費不振による受注環境の悪化が予想されます。主として運送事業と倉庫事業におきましては、
荷主企業の生産調整や営業倉庫の利用削減と在庫圧縮による物量の減少、また、乗用車販売事業において
は、消費不振と若年層の車離れが加速する傾向にあり、新車販売台数の落ち込みが予想され、営業収益は
前回予想を下回る見込みであります。 
利益面におきましても、営業収益の減少による売上総利益の低下に加え、金利負担の増加もあり前回予

想を下回る見込みであります。 
現在、当社グループは全力を挙げ収益の確保と諸経費削減による原価率の低減等、あらゆる諸施策に取

り組んでいるところでありますが、第３四半期までの業績とこのような事業環境から判断し、平成20年５
月20日付「平成20年３月期決算短信」で公表しました業績予想を下記のとおり修正いたします。 

  
①平成21年３月期通期連結業績予想の修正（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

 
  

②平成21年３月期通期個別業績予想の修正（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

 
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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

前回発表予想（A） 12,650 280 215 100 19  03

今回修正予想（B） 12,000 230 160 75 13  91

増減額（B-A） △650 △50 △55 △25 ─

増減率（％） △5.1 △17.9 △25.6 △25.0 ─

(ご参考) 
前期実績（平成20年３月期）

12,391 205 211 210 40  14

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

前回発表予想（A） 7,300 224 162 40 7  56

今回修正予想（B） 6,950 200 120 30 5  57

増減額（B-A） △350 △24 △42 △10 ─

増減率（％） △4.8 △10.7 △25.9 △25.0 ─

(ご参考) 
前期実績（平成20年３月期）

6,803 209 150 150 28  69
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該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第
12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日
企業会計基準適用指針第14号)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。また、「四半期
連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第
９号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低
下による簿価切下げの方法)に変更しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。 

③ 「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３
月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会
平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を当第１四半期連結
会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引
に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産
として計上しております。 

  また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す
る方法によっております。 

  なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通
常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引続き採用しております。 

  これによる損益に与える影響はありません。 
④ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会
平成18年５月17日 実務対応報告第18号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要
な修正を行なっております。 

  これによる損益に与える影響は軽微であります。 
  

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 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

(3) 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
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5.【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20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,179,630 1,681,116

受取手形及び売掛金 1,453,300 1,467,895

商品 321,377 357,034

その他 440,545 439,022

貸倒引当金 △53,899 △53,872

流動資産合計 4,340,954 3,891,196

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,212,371 2,642,519

機械装置及び運搬具（純額） 439,596 454,791

土地 4,521,010 4,137,784

その他（純額） 52,481 65,759

有形固定資産合計 8,225,458 7,300,854

無形固定資産 36,101 31,446

投資その他の資産   

その他 1,791,272 1,824,428

貸倒引当金 △34,401 △30,102

投資その他の資産合計 1,756,870 1,794,326

固定資産合計 10,018,431 9,126,628

繰延資産 2,710 3,359

資産合計 14,362,096 13,021,183
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 1,464,305 1,673,891

短期借入金 599,400 617,700

1年内償還予定の社債 40,000 290,000

1年内返済予定の長期借入金 1,540,593 1,177,518

未払法人税等 23,255 33,770

賞与引当金 34,415 81,741

その他 554,993 461,034

流動負債合計 4,256,963 4,335,656

固定負債   

社債 100,000 119,975

長期借入金 4,506,089 2,914,712

退職給付引当金 342,792 348,096

役員退職慰労引当金 151,847 139,767

その他 205,409 196,581

固定負債合計 5,306,138 3,719,132

負債合計 9,563,101 8,054,788

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,262,736 1,262,736

資本剰余金 1,189,881 1,191,447

利益剰余金 2,537,639 2,585,943

自己株式 △216,543 △175,927

株主資本合計 4,773,713 4,864,199

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △40,678 6,245

繰延ヘッジ損益 △22,591 17,964

為替換算調整勘定 6,784 5,386

評価・換算差額等合計 △56,485 29,596

新株予約権 9,659 3,710

少数株主持分 72,107 68,888

純資産合計 4,798,995 4,966,395

負債純資産合計 14,362,096 13,021,183
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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：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業収益 8,968,672

営業原価 7,749,946

営業総利益 1,218,726

販売費及び一般管理費 1,093,866

営業利益 124,860

営業外収益  

受取利息 3,675

受取配当金 5,145

受取賃貸料 16,200

その他 20,757

営業外収益合計 45,777

営業外費用  

支払利息 79,528

その他 31,700

営業外費用合計 111,229

経常利益 59,407

特別利益  

固定資産売却益 1,720

貸倒引当金戻入額 882

償却債権取立益 10,145

その他 3,089

特別利益合計 15,837

特別損失  

固定資産売却損 792

固定資産除却損 8,173

投資有価証券評価損 22,858

事業撤退損 10,407

その他 1,308

特別損失合計 43,540

税金等調整前四半期純利益 31,704

法人税、住民税及び事業税 31,091

法人税等調整額 △21,670

法人税等合計 9,421

少数株主利益 3,218

四半期純利益 19,064
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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前四半期連結損益計算書 

「参考」

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業収益 9,037,421

Ⅱ 営業原価 7,828,738

   営業総利益 1,208,682

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,074,850

   営業利益 133,831

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 2,993

 ２ 受取配当金 7,390

 ３ 投資有価証券売却益 89,907

 ４ 受取手数料 3,899

 ５ その他 31,323

   営業外収益合計 135,514

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 77,273

 ２ 支払手数料 2,728

 ３ その他 16,295

   営業外費用合計 96,297

   経常利益 173,048

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 692

 ２ 投資有価証券売却益 107,900

 ３ 貸倒引当金戻入益 1,376

 ４ その他 9,893

   特別利益合計 119,863

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 5,437

 ２ 固定資産除却損 4,671

 ３ 貸倒引当金繰入額 24,054

 ４ 貸倒損失 60,000

 ５ 投資有価証券評価損 36,400

 ６ その他 3,381

   特別損失合計 133,944

   税金等調整前四半期純利益 158,967

   法人税、住民税及び事業税 35,629

   法人税等調整額 △108,532

   少数株主利益 8,320

   四半期純利益 223,550
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