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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 52,070 ― 3,271 ― 2,774 ― 1,165 ―

20年3月期第2四半期 51,861 2.1 3,033 △4.8 2,817 △4.7 1,272 △28.8

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2四半期 8.77 ―

20年3月期第2四半期 9.43 ―

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2四半期 170,859 55,087 31.3 402.88
20年3月期 139,458 55,126 38.4 403.17

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  53,535百万円 20年3月期  53,577百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
21年3月期 ― 4.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 4.50 9.00

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 106,000 1.6 7,300 9.6 5,900 0.4 3,300 84.6 24.83

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  有  

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご参照ください。  

(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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご参照ください。  

(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 
１ 本発表資料の中で、予想、見通し、目標といった歴史的事実でない数値につきましては、現時点で入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因を前
提に算出したものであり、実際の業績は異なる結果となる可能性があります。上記の予想に関する事項につきましては、４ページをご参照ください。 
２ 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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  139,415,013株 20年3月期  139,415,013株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  6,531,110株 20年3月期  6,524,043株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  132,887,968株 20年3月期第2四半期  134,895,782株



（参考）平成21年３月期第２四半期（３ヶ月）の連結業績（平成20年７月１日～平成20年９月30日） 

  

連結経営成績（３ヶ月） 

  

  

  

  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２四半期 26,293  － 1,611  － 1,189  － 614  －

 20年３月期第２四半期 26,645  4.3 1,529  △3.5 1,297  △0.5 511  △37.4

  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２四半期 4  63 －   

 20年３月期第２四半期 3  79 －   



【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 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国におけるサブプライム問題に端を発した国際金融・資本

市場の混乱や原油をはじめとする原材料価格の高騰を背景とした設備投資や個人消費の伸びの鈍化、さらには景気

を支えてきた輸出の減速などから戦後 長の景気回復局面が終わり、いよいよ後退局面に入った可能性もあると言

われております。 

物流業界におきましては、輸出が米国向けで減少幅を拡大する一方、アジア地域向けでも減速を始め、また、国

内貨物でも荷動きの鈍化が見られるなど景気後退の影響が内外の貨物動向に散見されるようになりました。 

こうした環境の下、当社グループは、平成２２年３月期を 終年度とする中期経営計画「中計２００７」で掲げ

た「既存事業の質的転換の加速による収益の 大化」、「資本効率の向上によるキャッシュ・リターンの 大

化」、「内部統制の確実な実行」の基本方針の実行と数値目標の達成に着実に取組んでおります。 

当第２四半期連結累計期間の業績は、物流事業においては、８月に厚木新倉庫が順調に稼動を始め、全体では書

類保管など高収益貨物の取扱が伸張したこと、また不動産事業では、５月の三郷ロジスティックセンターの稼動に

続き、７月に取得した賃貸用オフィスビル３棟の寄与により、両セグメントとも堅調に推移し、連結営業収益は５

２０億７０百万円（前年同期比２億８百万円増）、連結営業利益は３２億７１百万円（同２億３７百万円増）とな

りました。連結経常利益は、有利子負債の増加に伴う支払利息の増加や新規施設の不動産取得税等により営業外費

用が増加した結果、２７億７４百万円（同４２百万円減）となり、また連結四半期純利益は、資産の有効活用の観

点から投資有価証券売却による特別利益２億１１百万円を計上する一方、株式市況の低迷に伴う投資有価証券評価

損等の特別損失６億８７百万円を計上した結果、１１億６５百万円（同１億７百万円減）となりました。 

当第２四半期連結累計期間の四半期単位での業績推移並びに通期予想及び前期比較は、以下のとおりです。 

  

（当連結会計期間） 

  

（前連結会計期間） 

  

（前期比較） 

  

  (注) 前年同期の金額及び前年同期比の増減金額は、参考として記載しております。 

  
当第１四半期 
（３ヶ月累計） 

当第２四半期
（３ヶ月累計） 

第２四半期 
連結累計期間 
（６ヶ月累計） 

通期予想
（平成21年３月期） 

営業収益（百万円）  25,776  26,293  52,070  106,000

営業利益（百万円）  1,660  1,611  3,271  7,300

経常利益（百万円）  1,585  1,189  2,774  5,900

当期純利益（百万円）  550  614  1,165  3,300

  
前第１四半期 
（３ヶ月累計） 

前第２四半期
（３ヶ月累計） 

前中間期
（６ヶ月累計） 

前期通期
（平成20年３月期） 

営業収益（百万円）  25,215  26,645  51,861  104,370

営業利益（百万円）  1,503  1,529  3,033  6,659

経常利益（百万円）  1,519  1,297  2,817  5,873

当期純利益（百万円）  761  511  1,272  1,787

  
第１四半期 

（３ヶ月累計） 
第２四半期

（３ヶ月累計） 

第２四半期 
連結累計期間 
（６ヶ月累計） 

通期

営業収益（百万円）  561  △352  208  1,629

営業利益（百万円）  156  81  237  640

経常利益（百万円）  65  △108  △42  26

当期純利益（百万円）  △210  103  △107  1,512



  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）財政状態の変動状況 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、物流施設の新設や建替え、オフィスビルの取得などの設備投資による

有形固定資産の増加や、金融情勢等を勘案した借入の前倒しによる手許現預金の増加などにより、全体としては前

連結会計年度末比３１４億１百万円増加し、１，７０８億５９百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金の増加はあったものの、時価の下落に伴うその他有価証券評価差額金の減少により、５５

０億８７百万円と前連結会計年度末比３９百万円減少しました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、４４億７百万円の収入となり、主に

売上債権、仕入債務の増減から前年同期に比べ６億５２百万円の収入減となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、積極的な設備投資に伴い２５７億１百万円の支出となり、前年同期に比

べ２３１億６６百万円の支出増となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、大型設備投資に伴う社債の発行や借入金の増加等により、前年同期に比

べ２７０億６１百万円増の３０３億２２百万円の収入となりました。 

以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末より８９億６８百万

円増の１６６億４８百万円となりました。 

  

（３）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 （注） 自己資本比率           ：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率     ：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ：キャッシュ・フロー／利払い 

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

３．キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象

としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息支払額を使用しており

ます。 

４．キャッシュ・フロー対有利子負債比率は、キャッシュ・フローを年額に換算するため、第２四半期（中間

  期）では２倍して算出しております。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報  

通期の連結業績予想につきましては、国内外の経済環境は厳しさを増しているものの物流部門、不動産部門とも

に新規投資案件が順次稼動し業績へ寄与することが見込まれることから、営業収益、営業利益につきましては平成

20年８月５日の公表値を変更しておりません。一方、有利子負債の増加に伴う支払利息の増加などから経常利益は

平成20年８月５日公表値比３億円減の５９億円、当期純利益は同２億円減の３３億円を見込んでおります。 

  

  
平成18年
９月中間期 

平成19年
３月期  

平成19年
９月中間期 

平成20年 
３月期 

平成20年９月
第２四半期 

自己資本比率（％）  47.6  41.9  40.1  38.4  31.3

時価ベースの自己資本比率（％）  72.1  76.0  50.2  54.6  36.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率  3.9  6.6  5.4  7.0  10.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ  18.9  14.5  12.2  9.2  9.0



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） 

 該当事項はありません。 

  

（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 

① 貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度

決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定する方法を採用し

ております。 

② 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 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、

一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度決算において使用した将来の業

績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

（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 

① 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。 

② 第１四半期連結会計期間より、「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」

 （実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

 これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。 

③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によ

っております。 

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間

を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。  

 これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。 

 なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

  

  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,876 7,989

受取手形及び営業未収金 15,782 16,075

その他 5,150 4,422

貸倒引当金 △94 △84

流動資産合計 37,715 28,402

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 47,064 43,892

土地 44,825 27,843

その他（純額） 15,700 13,308

有形固定資産合計 107,590 85,044

無形固定資産 5,186 5,198

投資その他の資産   

投資有価証券 15,603 16,673

その他 4,778 4,151

貸倒引当金 △14 △11

投資その他の資産合計 20,367 20,813

固定資産合計 133,144 111,056

資産合計 170,859 139,458

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 8,482 8,908

短期借入金 21,418 3,403

1年内返済予定の長期借入金 8,576 7,950

1年内償還予定の社債 5,000 －

未払法人税等 1,260 1,271

賞与引当金 1,556 1,506

その他 7,419 7,416

流動負債合計 53,714 30,457

固定負債   

社債 18,000 13,000

長期借入金 35,217 33,085

退職給付引当金 2,979 2,920

その他 5,860 4,869

固定負債合計 62,057 53,874

負債合計 115,771 84,331



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,100 11,100

資本剰余金 5,563 5,563

利益剰余金 37,622 36,989

自己株式 △4,063 △4,059

株主資本合計 50,223 49,593

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,213 4,746

為替換算調整勘定 △900 △762

評価・換算差額等合計 3,312 3,984

少数株主持分 1,552 1,549

純資産合計 55,087 55,126

負債純資産合計 170,859 139,458



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第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) 

営業収益  

倉庫保管料 7,181

倉庫荷役料 4,810

港湾作業料 10,827

運送収入 17,032

不動産収入 4,526

その他 7,691

営業収益合計 52,070

営業原価  

作業直接費 23,233

賃借料 3,772

減価償却費 2,285

給料及び手当 7,069

その他 9,011

営業原価合計 45,371

営業総利益 6,698

販売費及び一般管理費  

減価償却費 298

報酬及び給料手当 1,522

その他 1,607

販売費及び一般管理費合計 3,427

営業利益 3,271

営業外収益  

受取利息 19

受取配当金 179

持分法による投資利益 31

その他 152

営業外収益合計 383

営業外費用  

支払利息 517

その他 361

営業外費用合計 879

経常利益 2,774

特別利益  

投資有価証券売却益 211

特別利益合計 211

特別損失  

投資有価証券評価損 461

固定資産売却損 169

その他 56

特別損失合計 687

税金等調整前四半期純利益 2,299

法人税等 1,161

少数株主損失（△） △27

四半期純利益 1,165



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業収益  

倉庫保管料 3,662

倉庫荷役料 2,398

港湾作業料 5,366

運送収入 8,620

不動産収入 2,402

その他 3,842

営業収益合計 26,293

営業原価  

作業直接費 11,674

賃借料 1,940

減価償却費 1,183

給料及び手当 3,495

その他 4,685

営業原価合計 22,980

営業総利益 3,313

販売費及び一般管理費  

減価償却費 148

報酬及び給料手当 749

その他 804

販売費及び一般管理費合計 1,702

営業利益 1,611

営業外収益  

受取利息 12

受取配当金 10

持分法による投資利益 14

その他 97

営業外収益合計 135

営業外費用  

支払利息 286

その他 270

営業外費用合計 556

経常利益 1,189

特別利益  

投資有価証券売却益 211

特別利益合計 211

特別損失  

固定資産売却損 169

投資有価証券評価損 103

その他 32

特別損失合計 305

税金等調整前四半期純利益 1,095

法人税等 514

少数株主損失（△） △33

四半期純利益 614



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第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) 

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 2,299

減価償却費 2,583

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14

賞与引当金の増減額（△は減少） 51

退職給付引当金の増減額（△は減少） 63

受取利息及び受取配当金 △199

支払利息 517

持分法による投資損益（△は益） △31

有形固定資産売却損益（△は益） 157

投資有価証券売却損益（△は益） △211

投資有価証券評価損益（△は益） 461

売上債権の増減額（△は増加） 93

仕入債務の増減額（△は減少） △291

その他 443

小計 5,952

利息及び配当金の受取額 203

利息の支払額 △490

法人税等の支払額 △1,258

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,407

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △25,627

有形固定資産の売却による収入 344

無形固定資産の取得による支出 △306

投資有価証券の取得による支出 △369

投資有価証券の売却による収入 309

貸付けによる支出 △125

貸付金の回収による収入 64

その他 9

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,701

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 27,808

短期借入金の返済による支出 △9,807

長期借入れによる収入 6,630

長期借入金の返済による支出 △3,882

社債の発行による収入 10,000

自己株式の取得による支出 △4

配当金の支払額 △531

その他 109

財務活動によるキャッシュ・フロー 30,322

現金及び現金同等物に係る換算差額 △60

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,968

現金及び現金同等物の期首残高 7,680

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,648



 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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

  

（５）セグメント情報  

【事業の種類別セグメント情報】 

当第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２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日） 

注 （1）事業区分は連結会社の事業活動における業務の種類・性質及び役務の提供方法の類似性を勘案し、物流事業・

不動産事業に区分しております。 

（2）各事業の主な業務 

物流事業………倉庫、港湾運送、陸上運送及び国際運送取扱などの各業務 

不動産事業……不動産賃貸業務 

    

  
物流事業
（百万円） 

不動産事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

営業収益           

(1）外部顧客に対する営業収益  47,543  4,526  52,070  －  52,070

(2）セグメント間の内部収益又は

振替高 
 82  123  205  (205)  －

計  47,625  4,650  52,276  (205)  52,070

営業利益  2,215  2,584  4,800  (1,529)  3,271

  
物流事業
（百万円） 

不動産事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

営業収益           

(1）外部顧客に対する営業収益  23,890  2,402  26,293  －  26,293

(2）セグメント間の内部収益又は

振替高 
 41  61  103  (103)  －

計  23,932  2,464  26,397  (103)  26,293

営業利益  1,037  1,343  2,381  (770)  1,611



【所在地別セグメント情報】 

当第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２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日） 

注 （1）国又は地域の区分は、本邦以外の国又は地域のそれぞれに属する営業収益が少額のため、その他の地域で一括

して記載しております。 

（2）日本以外の区分に属する主な国又は地域 

その他の地域………米国、シンガポール、マレーシア、ホンコン、ヨーロッパ 

  

  
日本

（百万円） 
その他の地域
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

営業収益           

(1）外部顧客に対する営業収益  43,571  8,498  52,070  －  52,070

(2）セグメント間の内部収益又は

振替高 
 603  1,235  1,838  (1,838)  －

計  44,174  9,733  53,908  (1,838)  52,070

営業利益  4,798  1  4,800  (1,529)  3,271

  
日本

（百万円） 
その他の地域
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

営業収益           

(1）外部顧客に対する営業収益  21,902  4,391  26,293  －  26,293

(2）セグメント間の内部収益又は

振替高 
 311  657  969  (969)  －

計  22,214  5,048  27,262  (969)  26,293

営業利益  2,335  46  2,381  (770)  1,611



【海外売上高】 

当第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２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日） 

注 （1）海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

（2）国又は地域の区分は、主な国又は地域のそれぞれに属する売上高が少額のため、その他の地域で一括して記載

しております。 

（3）その他の地域に属する主な国又は地域………米国、シンガポール、マレーシア、ホンコン、ヨーロッパ 

  

  その他の地域（百万円） 計（百万円）

Ⅰ 海外売上高  9,371  9,371

Ⅱ 連結売上高 ―  52,070

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  18.0  18.0

  その他の地域（百万円） 計（百万円）

Ⅰ 海外売上高  4,932  4,932

Ⅱ 連結売上高 ―  26,293

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  18.8  18.8

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  

  

  

  



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表 

（１）（要約）中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ．営業収益            

保管料        6,896

倉庫荷役料        5,019

港湾作業料        10,656

運送料        17,685

不動産収入        4,095

その他        7,506

    営業収益合計        51,861

Ⅱ．役務等原価            

作業直接費        24,059

賃借料        3,552

減価償却費        2,367

給料手当        7,041

その他        8,467

役務等原価合計        45,488

営業総利益        6,373

Ⅲ．販売費及び一般管理費            

    減価償却費        296

  報酬・給料手当        1,458

    その他        1,585

    販売費及び一般管理費合計        3,339

営業利益        3,033



  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円）

Ⅳ．営業外収益            

  受取利息        33

  受取配当金        181

    持分法による投資利益        22

  その他        189

    営業外収益合計        427

Ⅴ．営業外費用            

  支払利息        420

  その他        222

  営業外費用合計        643

経常利益        2,817

Ⅵ．特別利益            

  投資有価証券売却益        157

  固定資産売却益        111

  その他        1

  特別利益合計        271

Ⅶ．特別損失            

  固定資産除却損        171

  厚生年金基金解散損失        123

  債権整理損        76

  投資有価証券評価損        20

  固定資産売却損        11

  ソフトウェア除却損        3

  その他        1

  特別損失合計        409

税金等調整前中間純利益        2,679

法人税、住民税及び事業税        1,356

法人税等調整額        24

     法人税等小計        1,381

少数株主利益        25

中間純利益        1,272

      



（２）（要約）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ. 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  2,679

減価償却費  2,663

貸倒引当金の減少額 △8

賞与引当金の増加額  13

退職給付・役員退職慰労引当金の 
減少額 

△138

受取利息及び受取配当金 △215

支払利息  420

持分法による投資利益 △22

有形固定資産売却損益 △106

投資有価証券売却損益 △157

有形固定資産除却損  34

無形固定資産除却損  3

投資有価証券評価損  20

売上債権の減少額  431

仕入債務の増加額  715

その他  140

小計  6,475

利息及び配当金の受取額  222

利息の支払額 △413

法人税等の支払額 △1,225

営業活動によるキャッシュ・フロー  5,059



  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（百万円）

Ⅱ. 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,561

有形固定資産の売却による収入  158

無形固定資産の取得による支出 △572

投資有価証券の取得による支出 △319

連結子会社株式の取得による支出 △0

投資有価証券の売却による収入  668

貸付けによる支出 △70

貸付金の回収による収入  56

定期預金からの振替による収入  61

連結範囲の変更を伴う子会社株式の 
取得による支出 

△956

その他  0

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,534

Ⅲ. 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  1,267

短期借入金の返済による支出 △1,177

長期借入れによる収入  6,800

長期借入金の返済による支出 △3,121

自己株式の取得による支出 △2

配当金の支払額 △539

その他  35

財務活動によるキャッシュ・フロー  3,260

Ⅳ. 現金及び現金同等物に係る換算差額  92

Ⅴ. 現金及び現金同等物の増加額  5,877

Ⅵ. 現金及び現金同等物の期首残高  8,801

Ⅶ. 現金及び現金同等物の中間期末残高  14,678

    



（３）セグメント情報 

１.事業の種類別セグメント情報 

 前中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

注 （1）事業区分は連結会社の事業活動における業務の種類・性質及び役務の提供方法の類似性を勘案し、物流事業・

不動産事業に区分しております。 

（2）各事業の主な業務 

物流事業………倉庫、港湾運送、陸上運送及び国際運送取扱などの各業務 

不動産事業……不動産賃貸業務 

（3）営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は中間連結財務諸表提出会社の管理部門に係る

費用であり、その金額は、1,471百万円であります。 

   

  
物流事業
（百万円） 

不動産事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ．営業収益及び営業損益           

  営業収益           

 (1）外部顧客に対する営業収益  47,765  4,095  51,861  －  51,861

 (2）セグメント間の内部収益又

は振替高 
 74  121  196  (196)  －

計  47,840  4,217  52,058  (196)  51,861

営業費用  45,766  1,787  47,553  1,274  48,827

営業利益  2,074  2,430  4,504  (1,471)  3,033

２.所在地別セグメント情報 

 前中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

注 （1）国又は地域の区分は、主な国又は地域のそれぞれに属する営業収益が少額のため、その他の地域で一括して記

載しております。 

（2）日本以外の区分に属する主な国又は地域 

その他の地域………米国、シンガポール、マレーシア、ホンコン、ヨーロッパ 

（3）営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は中間連結財務諸表提出会社の管理部門に係る

費用であり、その金額は、1,471百万円であります。 

  

  
日本

（百万円） 
その他の地域
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ．営業収益及び営業損益           

    営業収益           

 (1）外部顧客に対する営業収益  43,121  8,739  51,861  －  51,861

 (2）セグメント間の内部収益又

は振替高 
 771  1,145  1,916  (1,916)  －

計  43,893  9,884  53,778  (1,916)  51,861

営業費用  39,442  9,831  49,273  (445)  48,827

営業利益  4,451  53  4,504  (1,471)  3,033



３.海外売上高 

 前中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

注 （1）海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

（2）国又は地域の区分は、主な国又は地域のそれぞれに属する売上高が少額のため、その他の地域で一括して記載

しております。 

（3）その他の地域に属する主な国又は地域………米国、シンガポール、マレーシア、ホンコン、ヨーロッパ 

  

  その他の地域（百万円） 計（百万円）

Ⅰ. 海外売上高  8,739  8,739

Ⅱ. 連結売上高 －  51,861

Ⅲ. 連結売上高に占める海外売上高の割合 ％ 16.9 ％ 16.9
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