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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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1四半期 21,363 △17.1 1,372 △17.3 1,006 △36.5 374 △31.9

21年3月期第1四半期 25,776 ― 1,660 ― 1,585 ― 550 ―

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1四半期 2.82 ―

21年3月期第1四半期 4.14 ―

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1四半期 168,994 52,740 30.4 387.03
21年3月期 165,999 51,815 30.4 380.26

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  51,429百万円 21年3月期  50,530百万円

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

21年3月期 ― 4.50 ― 4.50 9.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

4.50 ― 4.50 9.00

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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

47,000 △9.7 3,300 0.9 2,400 △13.5 1,000 △14.2 7.53

通期 96,000 △3.8 7,300 15.7 5,500 12.0 2,200 27.0 16.55



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） 

(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。業績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。 

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1四半期 139,415,013株 21年3月期  139,415,013株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  6,531,863株 21年3月期  6,530,000株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 132,883,486株 21年3月期第1四半期 132,889,859株



当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、鉱工業生産、貿易取引において下げ止まりの兆しが見えるもの

の、依然、前年同期との比較においては鉱工業生産が約３割減、貿易取引が約４割減の水準にあり、また、雇用・所

得環境の悪化を背景に個人消費も低迷するなど、短期間での景気回復は望み難い状況にあります。 

 物流業界におきましても国際間貨物の荷動きは引き続き低調に推移し、また、国内貨物につきましても設備投資の

停滞や個人消費の冷え込みから依然として厳しい状況が続いております。 

 こうした経済環境の中、当第１四半期連結会計期間の業績は、物流事業において昨年７月の福岡レコードセンタ

ー、８月の厚木新倉庫及び本年２月の辰巳事業所の新規寄与があったものの国内外における荷動きの落込みが激しく

一般物流、港湾運送、海外事業の各事業において営業収益、営業利益が共に大きく減少いたしました。一方、不動産

事業は昨年７月取得の賃貸用ビル３棟及び本年１月のＭＳＣ深川ビル２号館の寄与などにより伸張しましたが、全体

としては、連結営業収益は前年同期比４４億１３百万円減の２１３億６３百万円、連結営業利益は同２億８７百万円

減の１３億７２百万円となりました。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などにより同５億７

９百万円減の１０億６百万円となり、また連結四半期純利益は同１億７５百万円減の３億７４百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間の業績の推移並びに通期見通し及び前期実績との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） 

  

【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１四半期 
（３ヶ月累計） 

第２四半期予想
（３ヶ月累計） 

第２四半期連結 
累計期間予想 
（６ヶ月累計） 

通期予想
（平成22年３月期） 

営業収益（百万円）  21,363  25,636  47,000  96,000

営業利益（百万円）  1,372  1,927  3,300  7,300

経常利益（百万円）  1,006  1,393  2,400  5,500

当期純利益（百万円）  374  625  1,000  2,200

  
前第１四半期 
（３ヶ月累計） 

前第２四半期
（３ヶ月累計） 

前第２四半期連結 
累計期間 

（６ヶ月累計） 

前通期
（平成21年３月期） 

営業収益（百万円）  25,776  26,293  52,070  99,826

営業利益（百万円）  1,660  1,611  3,271  6,307

経常利益（百万円）  1,585  1,189  2,774  4,908

当期純利益（百万円）  550  614  1,165  1,731

  
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）  △4,413  △657  △5,070  △3,826

営業利益（百万円）  △287  316  28  992

経常利益（百万円）  △579  204  △374  591

当期純利益（百万円）  △175  10  △165  468



(1)財政状態の変動状況 

  当第１四半期連結会計期間末の総資産は、金融情勢等を勘案した手許現預金の積み増しや時価評価による投資有

価証券の増加などにより、全体としては前連結会計年度末比２９億９４万円増加し、１，６８９億９４百万円にな

りました。 

 純資産は、時価の回復に伴うその他有価証券評価差額金の増加などにより、前連結会計年度末比９億２５百万円

増の５２７億４０百万円となりました。 

(2)キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、３０億１４百万円の収入となり、前

第１四半期に比べ２０億５６百万円の収入増となりました。主な要因は、売上債権が減少したことや法人税等の支

払額が減少したことなどによるものです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産および無形固定資産の取得などにより１０億９２百万円の

支出となり、前第１四半期に比べ１８億１３百万円の支出減となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入の増加はありましたが、社債の償還による支出の

発生等により、前第１四半期に比べ６億４４百万円減の１３億７０百万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１四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末より３３億９２百万

円増の１７５億４７百万円となりました。 

(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１四半期では４倍

して算出しております。 
  

 第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、現在のところ平成21年５月８日の公表値から

変更はありません。 
  

２．連結財政状態に関する定性的情報

  
平成20年
３月期 

平成20年６月
第１四半期 

平成21年 
３月期 

平成21年６月
第１四半期 

自己資本比率（％） 38.4 38.2 30.4 30.4 

時価ベースの自己資本比率（％） 54.6 48.1 30.7 30.0 

キャッシュ・フロー対有利子負債比

率 
7.0 15.6 12.2 7.8 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 9.2 3.7 6.6 8.3 

３．連結業績予想に関する定性的情報



該当事項はありません。 
  

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。 
  

該当事項はありません。   

  

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



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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,802 14,371

受取手形及び営業未収金 11,295 12,403

その他 4,277 4,398

貸倒引当金 △56 △45

流動資産合計 33,319 31,129

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 55,154 55,809

土地 46,951 46,882

その他（純額） 10,137 10,269

有形固定資産合計 112,243 112,961

無形固定資産 5,032 5,077

投資その他の資産   

投資有価証券 13,923 12,377

その他 4,492 4,468

貸倒引当金 △16 △15

投資その他の資産合計 18,398 16,830

固定資産合計 135,674 134,870

資産合計 168,994 165,999

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 5,666 6,106

短期借入金 1,225 1,161

1年内返済予定の長期借入金 11,923 10,259

1年内償還予定の社債 － 5,000

未払法人税等 446 450

賞与引当金 794 1,479

その他 6,882 6,114

流動負債合計 26,939 30,572

固定負債   

社債 18,000 18,000

長期借入金 62,948 57,724

退職給付引当金 2,501 2,494

その他 5,863 5,392

固定負債合計 89,313 83,612

負債合計 116,253 114,184



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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 11,100 11,100

資本剰余金 5,563 5,563

利益剰余金 37,367 37,590

自己株式 △4,062 △4,061

株主資本合計 49,968 50,192

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,193 2,337

為替換算調整勘定 △1,732 △1,999

評価・換算差額等合計 1,461 338

少数株主持分 1,310 1,284

純資産合計 52,740 51,815

負債純資産合計 168,994 165,999



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業収益   

倉庫保管料 3,519 3,484

倉庫荷役料 2,411 1,844

港湾作業料 5,460 3,972

運送収入 8,412 5,844

不動産収入 2,124 2,977

その他 3,849 3,239

営業収益合計 25,776 21,363

営業原価   

作業直接費 11,558 8,066

賃借料 1,832 1,780

減価償却費 1,101 1,321

給料及び手当 3,574 3,377

その他 4,325 3,764

営業原価合計 22,391 18,309

営業総利益 3,385 3,053

販売費及び一般管理費   

減価償却費 150 148

報酬及び給料手当 772 818

その他 802 714

販売費及び一般管理費合計 1,724 1,681

営業利益 1,660 1,372

営業外収益   

受取利息 7 12

受取配当金 168 94

持分法による投資利益 16 19

その他 60 105

営業外収益合計 254 231

営業外費用   

支払利息 230 379

その他 97 218

営業外費用合計 328 598

経常利益 1,585 1,006

特別損失   

固定資産売却損 － 20

固定資産除却損 － 16

投資有価証券評価損 358 16

その他 23 －

特別損失合計 381 52

税金等調整前四半期純利益 1,203 953

法人税等 647 579

少数株主利益又は少数株主損失（△） 6 △1

四半期純利益 550 374



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 1,203 953

減価償却費 1,251 1,469

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 12

賞与引当金の増減額（△は減少） △728 △688

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16 6

受取利息及び受取配当金 △176 △106

支払利息 230 379

持分法による投資損益（△は益） △16 △19

有形固定資産売却損益（△は益） － 17

投資有価証券評価損益（△は益） 358 16

有形固定資産除却損 － 3

売上債権の増減額（△は増加） 140 1,294

仕入債務の増減額（△は減少） △84 △538

その他 23 816

小計 2,212 3,615

利息及び配当金の受取額 180 113

利息の支払額 △261 △363

法人税等の支払額 △1,172 △350

営業活動によるキャッシュ・フロー 958 3,014

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 △2,368 △847

有形固定資産の売却による収入 11 65

無形固定資産の取得による支出 △149 △144

投資有価証券の取得による支出 △356 △98

投資有価証券の売却による収入 14 2

貸付けによる支出 △82 △78

貸付金の回収による収入 25 30

その他 － △21

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,906 △1,092

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 1,315 1,539

短期借入金の返済による支出 △2,572 △1,479

長期借入れによる収入 5,600 9,000

長期借入金の返済による支出 △1,850 △2,111

社債の償還による支出 － △5,000

自己株式の取得による支出 △2 △0

配当金の支払額 △531 △597

その他 55 21

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,014 1,370

現金及び現金同等物に係る換算差額 △196 99

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △129 3,392

現金及び現金同等物の期首残高 7,680 14,154

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,551 17,547



（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６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の各業務 

不動産事業 ………不動産賃貸業務 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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の各業務 

不動産事業 ………不動産賃貸業務 

  

（５）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

  
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  23,652  2,124  25,776  －  25,776

(2）セグメント間の内部収益又

は振替高 
 40  61  102  (102)  －

計  23,693  2,185  25,878  (102)  25,776

営業利益  1,177  1,240  2,418  (758)  1,660

  
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  18,386  2,977  21,363  －  21,363

(2）セグメント間の内部収益又

は振替高 
 35  62  98  (98)  －

計  18,421  3,039  21,461  (98)  21,363

営業利益  234  1,885  2,119  (746)  1,372



前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６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 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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  

  

【所在地別セグメント情報】

  
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  21,669  4,107  25,776  －  25,776

(2）セグメント間の内部収益又

は振替高 
 291  577  869  (869)  －

計  21,960  4,685  26,645  (869)  25,776

営業利益(又は営業損失)  2,463  (45)  2,418  (758)  1,660

  
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  18,850  2,512  21,363  －  21,363

(2）セグメント間の内部収益又

は振替高 
 190  404  594  (594)  －

計  19,041  2,916  21,958  (594)  21,363

営業利益(又は営業損失)  2,285  (166)  2,119  (746)  1,372



前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６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………米国、シンガポール、マレーシア、ホンコン、ヨーロッパ 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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………米国、シンガポール、マレーシア、ホンコン、ヨーロッパ 

  

 該当事項はありません。 

  

【海外売上高】

  その他の地域 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円）  4,438  4,438

Ⅱ．連結売上高（百万円）  －  25,776

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  17.2  17.2

  その他の地域 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円）  2,544  2,544

Ⅱ．連結売上高（百万円）  －  21,363

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  11.9  11.9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



   

  

  

  

  

５．セグメント情報（連結） 

   

平成22年３月期 第１四半期決算参考資料

１．経営成績の概要（連結）              （単位：百万円） 

  

第１四半期累計（４月１日～６月30日） 通期（４月１日～３月31日） 

21年３月期 22年３月期 
増減 21年３月期 22年３月期 増減 

金額 率（％） 実績 予想 金額 率（％） 

営業収益  25,776  21,363  △4,413  △17.1  99,826  96,000  △3,826  △3.8

営業利益  1,660  1,372  △287  △17.3  6,307  7,300  992  15.7

経常利益  1,585  1,006  △579  △36.5  4,908  5,500  591  12.0

四半期（当期）純利益  550  374  △175  △31.9  1,731  2,200  468  27.0

２．財政状態（連結）     （単位：百万円） 

    
21年３月末 21年６月末 

増減 

    金額 率（％） 

自己資本  50,530  51,429  898  1.8

総資産  165,999  168,994  2,994  1.8

自己資本比率 ％ 30.4 ％ 30.4 ポイント△0  △0.0

Ｄ/Ｅレシオ  1.82  1.83 ＋  0.01  0.0

３．減価償却の状況（連結）       （単位：百万円） 

  前年同期  
当第１四半期 

累計期間 
増減 21年３月期

減価償却費  1,251  1,469  218  5,449

４．有利子負債残高（連結）    （単位：百万円） 

  21年３月末 21年６月末 増減 

社債  23,000  18,000  △5,000

借入金  69,146  76,097  6,951

合計  92,146  94,097  1,951

 <営業収益>      （単位：百万円） 

  前年同期 当第１四半期 

累計期間実績 

22年３月期

  実績 予想 

物流事業  23,693  18,421  84,400

不動産事業  2,185  3,039  12,000

消去又は全社  △102  △98  △400

合 計  25,776  21,363  96,000

 <営業利益>     （単位：百万円） 

  前年同期 当第１四半期 

累計期間実績 

22年３月期

  実績 予想 

物流事業  1,177  234  3,300

不動産事業  1,240  1,885  7,300

消去又は全社  △758  △746  △3,300

合 計  1,660  1,372  7,300
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