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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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2四半期 6,167 9.3 147 21.1 116 △40.6 △8 ―

22年3月期第2四半期 5,644 △5.9 121 28.9 196 249.8 71 177.7

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2四半期 △1.70 ―

22年3月期第2四半期 13.59 ―

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2四半期 13,803 4,734 33.6 891.36
22年3月期 13,569 4,814 34.8 905.00

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  4,639百万円 22年3月期  4,719百万円

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 ― 5.00 ― 7.50 12.50
23年3月期 ― 5.00

23年3月期 
（予想）

― 7.50 12.50

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 11,900 2.3 280 △8.7 210 △37.9 50 △59.5 9.60



(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  無  
（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については、
四半期決算短信（添付資料）３ページ「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」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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 5,651,000株 22年3月期  5,651,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  445,657株 22年3月期  435,680株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 5,207,819株 22年3月期2Q 5,290,954株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国の経済成長を背景に輸出や生産の伸長によ

り緩やかな回復基調で推移しましたが、長引く円高やデフレ状況の継続等の不安から、依然として先行

き不透明な状況が続きました。 

当社グループを取り巻く経営環境におきましても、企業収益の改善傾向を受け、貨物輸送量及び保管

量はプラス基調の兆しが窺えるものの、全体的な回復までには至っておらず、また、当社グループ業界

内の受注獲得競争等に伴う価格競争も激しさを増すなど、引続き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、３ＰＬ（企業物流の包括的受託）事業案件の獲得に向

けた取り組みと顧客ニーズに対応したソリューション型の営業活動を展開し、事業領域と顧客層の拡大

を図るとともに、ロシア極東地域等における商物一体サービスの基盤構築に努めてまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は、物流効率化等の提案による新規顧客の獲得と既

存顧客の受注高が増加し、また、乗用車販売事業において新車販売が好調に推移したことにより、

6,167百万円（対前年同四半期比109.3％）となりました。営業利益は、増収効果により、147百万円

（対前年同四半期比121.1％）となりました。一方、経常利益及び四半期純損益においては、前年第１

四半期で営業外収益に計上しました経営者保険解約金が無くなったことと、当第１四半期において計上

した投資有価証券評価損及び資産除去債務に関する会計基準の適用に伴う影響もあり、経常利益は116

百万円（対前年同四半期比59.4％）、四半期純損益は8百万円の損失（前年同四半期は71百万円の利

益）となりました。 

  

(資産) 

当第２四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1.7％増加し、13,803百万円と

なりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べて3.3％減少し、4,050百万円となりました。これ

は、商品が121百万円減少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4.0％増加

し、9,751百万円となりました。これは、有形固定資産が397百万円増加したことなどによります。 

(負債) 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて3.6％増加し、9,068百万円と

なりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べて4.5％減少し、4,233百万円となりました。これ

は、短期借入金が140百万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

11.8％増加し、4,834百万円となりました。これは、長期借入金が447百万円増加したことなどによりま

す。 

(純資産) 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.6％減少し、4,734百万円

となりました。これは、株主資本が55百万円減少したことなどによります。 

  

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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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通期の業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間における業績の進捗状況等を勘案し、平

成22年５月14日付「平成22年３月期決算短信」にて公表しました通期業績予想（連結・個別）を修正し

ております。詳細は平成22年11月５日付にて別途開示しました「業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照ください。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当第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２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益が314千円、税金等調整前四半期純

利益が36,780千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

45,468千円であります。 

当第１四半期連結会計期間より、「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）に基づき、「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」（内閣府令第５号 平成21年３月24日）を適用し、「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. 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

 ① 資産除去債務に関する会計基準の適用

 ② 連結財務諸表に関する会計基準等の適用
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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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30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 1,979,809 2,037,565

受取手形及び営業未収入金 1,356,881 1,321,901

有価証券 8,394 9,310

商品 270,879 392,226

貯蔵品 37,489 14,972

その他 455,145 472,990

貸倒引当金 △58,192 △58,451

流動資産合計 4,050,408 4,190,515

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,950,787 2,927,642

機械装置及び運搬具（純額） 390,580 384,184

土地 4,520,982 4,520,982

建設仮勘定 381,406 8,085

その他（純額） 37,655 43,121

有形固定資産合計 8,281,412 7,884,016

無形固定資産 33,754 34,826

投資その他の資産

その他 1,477,078 1,499,146

貸倒引当金 △40,831 △40,728

投資その他の資産合計 1,436,246 1,458,418

固定資産合計 9,751,414 9,377,261

繰延資産 1,199 1,632

資産合計 13,803,022 13,569,409
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30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 1,523,297 1,529,139

短期借入金 342,700 482,700

1年内償還予定の社債 40,000 40,000

1年内返済予定の長期借入金 1,674,744 1,663,928

リース債務 4,878 1,013

未払法人税等 45,246 80,057

賞与引当金 57,014 74,952

その他 545,885 560,915

流動負債合計 4,233,764 4,432,704

固定負債

社債 20,000 40,000

長期借入金 4,094,434 3,646,889

リース債務 16,559 3,545

退職給付引当金 349,374 354,824

役員退職慰労引当金 127,101 121,366

資産除去債務 45,468 －

その他 181,349 155,752

固定負債合計 4,834,287 4,322,377

負債合計 9,068,052 8,755,082

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 1,189,881

利益剰余金 2,581,183 2,629,173

自己株式 △339,524 △332,331

株主資本合計 4,694,276 4,749,459

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △38,923 △24,032

繰延ヘッジ損益 △7,215 △4,348

為替換算調整勘定 △8,326 △1,221

評価・換算差額等合計 △54,465 △29,602

新株予約権 11,913 11,967

少数株主持分 83,245 82,501

純資産合計 4,734,970 4,814,326

負債純資産合計 13,803,022 13,569,409
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

営業収益 5,644,686 6,167,960

営業原価 4,799,754 5,271,206

営業総利益 844,931 896,753

販売費及び一般管理費 723,461 749,640

営業利益 121,470 147,112

営業外収益

受取利息 2,177 1,999

受取配当金 1,931 2,833

受取賃貸料 10,800 11,400

受取保険金 117,672 －

その他 21,188 21,520

営業外収益合計 153,770 37,753

営業外費用

支払利息 58,882 55,403

貸倒引当金繰入額 5,727 －

その他 13,698 12,488

営業外費用合計 78,307 67,892

経常利益 196,933 116,973

特別利益

固定資産売却益 322 1,026

投資有価証券売却益 5,776 812

貸倒引当金戻入額 665 812

国庫補助金 － 14,400

その他 3,201 54

特別利益合計 9,966 17,105

特別損失

固定資産売却損 218 129

固定資産除却損 12,039 2,166

投資有価証券評価損 10,000 18,035

固定資産圧縮損 － 14,400

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 36,465

その他 5,441 2,809

特別損失合計 27,698 74,006

税金等調整前四半期純利益 179,201 60,072

法人税、住民税及び事業税 34,804 45,079

法人税等調整額 68,342 15,424

法人税等合計 103,147 60,503

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △431

少数株主利益 4,133 8,443

四半期純利益又は四半期純損失（△） 71,920 △8,875
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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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