
平成２２年２月９日

各　　位

 会 社 名 セ ン コ ン 物 流 株 式 会 社

  晴代表者名 代表取締役社長 久保田 夫

(ＪＡＳＤＡＱ・コード９０５１)

 問合せ先 取締役専務執行役員     　　

経営企画室長    川 名 司 一

電話０２２-３８２-６１２７

（訂正・数値データ訂正あり）｢平成２２年３月期　第２四半期決算短信｣の一部訂正について

　平成21年11月９日に発表しました「平成２２年３月期　第２四半期決算短信」の記載内容に、一部誤

りがありましたのでお知らせいたします。訂正箇所は下線＿を付して表示しております。

　なお、訂正後の数値データにつきましても併せて添付しております。

記

１. 訂正理由

　社内において、当第３四半期連結財務諸表を精査中、平成21年11月９日に発表しました「平成

22年３月期　第２四半期決算短信」の連結財務諸表の金額表示等に記載間違いが判明いたしまし

たので訂正するものであります。

　当該訂正は、本来、少数株主利益4,133千円と表示すべきところ、小数株主損失△4,161千円と

誤表示したことによる訂正であります。なお、平成22年３月期連結業績に与える影響はありませ

ん。

２. 訂正箇所

1. 「平成22年３月期 第２四半期決算短信」＜1ﾍﾟｰｼﾞ＞

1.平成22年３月期第２四半期の連結業績(平成21年４月１日～平成21年９月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

【訂正前】
(％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 ％

 22年3月期第2四半期 5,644 △5.9 121 28.9 196 249.8 80 209.7

 21年3月期第2四半期 5,995 － 94 － 56 － 25 －

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

 22年3月期第2四半期 15.16

 21年3月期第2四半期 4.79 4.79
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【訂正後】
(％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 ％

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

 21年3月期第2四半期 5,995 － 94 － 56 － 25 －

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

 22年3月期第2四半期 13.59

 21年3月期第2四半期 4.79 4.79

(2) 連結財政状態

【訂正前】

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

 22年3月期第2四半期 13,649 4,790 34.5 900.10

21年3月期 13,675 4,817 34.6 881.59

(参考) 自己資本 22年3月期第2四半期 4,710百万円 21年3月期 4,733百万円

【訂正後】

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

 22年3月期第2四半期 13,649 4,790 34.5 898.52

21年3月期 13,675 4,817 34.6 881.59

(参考) 自己資本 22年3月期第2四半期 4,702百万円 21年3月期 4,733百万円
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2. 「平成22年３月期 第２四半期決算短信」＜3ﾍﾟｰｼﾞ＞

［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

【訂正前】

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨秋以降急速に悪化した国内景気に一部持

ち直しの動きが見られるものの、依然として企業業績の低迷や設備投資の抑制、また、雇用情勢

（ ～文中省略～ ）

営業利益においては、減収による影響はあったものの、原油価格の下落による燃料費の減少と諸

経費削減を含めたコスト構造の見直し効果により、121百万円（対前年同期比128.9％）となりま

した。経常利益においては、第１四半期連結会計期間において計上した退任役員の経営者保険解

約金による営業外収益の増加もあり、196百万円（対前年同期比349.8％）、四半期純利益は80百

万円（対前年同期比309.7％）となりました。

【訂正後】

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨秋以降急速に悪化した国内景気に一部持

ち直しの動きが見られるものの、依然として企業業績の低迷や設備投資の抑制、また、雇用情勢

（ ～文中省略～ ）

営業利益においては、減収による影響はあったものの、原油価格の下落による燃料費の減少と諸

経費削減を含めたコスト構造の見直し効果により、121百万円（対前年同期比128.9％）となりま

した。経常利益においては、第１四半期連結会計期間において計上した退任役員の経営者保険解

約金による営業外収益の増加もあり、196百万円（対前年同期比349.8％）、四半期純利益は71百

万円（対前年同期比277.7％）となりました。

 2. 連結財政状態に関する定性的情報

【訂正前】

(資産)

　(省略)

(負債)

　(省略)

(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0.6％減少し、4,790

百万円となりました。これは、株主資本が57百万円減少したことなどによります。

【訂正後】

(資産)

　(省略)

(負債)

　(省略)

(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0.6％減少し、4,790

百万円となりました。これは、株主資本が65百万円減少したことなどによります。
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3.「平成22年３月期 第２四半期決算短信」＜6ﾍﾟｰｼﾞ＞

　5.【四半期連結財務諸表】

　　(1)【四半期連結貸借対照表】

   【訂正前】
(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
（平成21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21年３月31日)

負債の部

　(省略)

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 2,612,049 2,572,103

　　自己株式 △ 319,898 △ 222,353

　　株主資本合計 4,744,767 4,802,367

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 △ 21,885 △ 51,847

　　繰延ヘッジ損益 △ 12,358 △ 15,914

　　為替換算調整勘定 461 △ 1,079

　　評価・換算差額等合計 △ 33,782 △ 68,841

　新株予約権 12,040 11,643

　少数株主持分 67,969 72,818

　純資産合計 4,790,996 4,817,987

負債純資産合計 13,649,726 13,675,150

   【訂正後】
(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
（平成21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21年３月31日)

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 2,603,754 2,572,103

　　自己株式 △ 319,898 △ 222,353

　　株主資本合計 4,736,473 4,802,367

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 △ 21,885 △ 51,847

　　繰延ヘッジ損益 △ 12,358 △ 15,914

　　為替換算調整勘定 461 △ 1,079

　　評価・換算差額等合計 △ 33,782 △ 68,841

　新株予約権 12,040 11,643

　少数株主持分 76,264 72,818

　純資産合計 4,790,996 4,817,987

負債純資産合計 13,649,726 13,675,150
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4.「平成22年３月期 第２四半期決算短信」＜7ﾍﾟｰｼﾞ＞

　5.【四半期連結財務諸表】

　　(2)【四半期連結損益計算書】

      【第２四半期連結累計期間】

   【訂正前】
(単位：千円)

　前第２四半期連結累計期間
　（自　平成20年４月１日
　　至　平成20年９月30日）

　当第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）

（省略）

税金等調整前四半期純利益 17,880 179,201

法人税、住民税及び事業税 21,418 34,804

法人税等調整額 △31,197 68,342

法人税等合計 △9,779 103,147

少数株主利益又は少数株主損失(△) 1,761 △ 4,161

四半期純利益 25,898 80,215

   【訂正後】
(単位：千円)

　前第２四半期連結累計期間
　（自　平成20年４月１日
　　至　平成20年９月30日）

　当第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）

（省略）

税金等調整前四半期純利益 17,880 179,201

法人税、住民税及び事業税 21,418 34,804

法人税等調整額 △31,197 68,342

法人税等合計 △9,779 103,147

少数株主利益 1,761 4,133

四半期純利益 25,898 71,920

以　上
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平成22年3月期 第2四半期決算短信 

平成21年11月9日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 センコン物流株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 9051 URL http://www.senkon.co.jp

代表者 （役職名）
代表取締役会長兼社長兼CEO兼営業
本部長

（氏名） 久保田 晴夫

問合せ先責任者 （役職名）
取締役専務執行役員経営企画室長兼
管理本部長

（氏名） 川名 司一 TEL 022-382-6127

四半期報告書提出予定日 平成21年11月11日 配当支払開始予定日 平成21年12月4日

1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 5,644 △5.9 121 28.9 196 249.8 71 177.7
21年3月期第2四半期 5,995 ― 94 ― 56 ― 25 ―

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

22年3月期第2四半期 13.59 ―

21年3月期第2四半期 4.79 4.79

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

22年3月期第2四半期 13,649 4,790 34.5 898.52
21年3月期 13,675 4,817 34.6 881.59

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  4,702百万円 21年3月期  4,733百万円

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

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

21年3月期 ― 5.00 ― 7.50 12.50
22年3月期 ― 5.00

22年3月期 
（予想）

― 7.50 12.50

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  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 11,650 0.9 240 23.8 250 110.0 100 86.8 19.00



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） 

(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。業績予想の前提となる条件等については、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予
想に関する定性的情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 5,651,000株 21年3月期  5,651,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  417,180株 21年3月期  281,680株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 5,290,954株 21年3月期第2四半期 5,401,521株
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