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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 43,234 △17.0 2,953 △9.7 2,176 △21.6 826 △29.1

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

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 6.22 ―

21年3月期第2四半期 8.77 ―

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 173,436 52,702 29.6 386.67
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2四半期  51,381百万円 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

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 ― 4.50 ― 4.50 9.00

22年3月期 ― 4.50

22年3月期 
（予想）

― 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 88,000 △11.8 6,700 6.2 4,900 △0.2 1,800 3.9 13.54



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、６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、６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2四半期 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2四半期  6,532,218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2四半期 132,883,253株 21年3月期第2四半期 132,887,968株



  

連結経営成績（３ヶ月） 

  

  

（参考）平成22年３月期第２四半期（３ヶ月）の連結業績（平成21年７月１日～平成21年９月30日）

  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 21,870  △16.8 1,581  △1.9 1,170  △1.6 451  △26.5

 21年３月期第２四半期 26,293  － 1,611  － 1,189  － 614  －

  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 3  40 －   

 21年３月期第２四半期 4  63 －   



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、９月に公表された４－６月期の実質ＧＤＰ成長率の５四半期振

りのプラス成長が話題となるものの、９月の鉱工業生産指数は前年同月に比べ約２割減、貿易取引も約３割減の水準

に留まっており、依然、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、貿易取引の低迷が持続し、国際間貨物の荷動きは引き続き低調で、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にあります。 

 こうした経済環境の中、当第２四半期連結累計期間の業績は、不動産事業においては前期に取得した賃貸用ビルや

ＭＳＣ深川ビル２号館が通期で稼動したことなどにより大きく業績が伸張しましたが、物流事業においては、前期に

稼動を開始した福岡レコードセンター、厚木新倉庫及び辰巳事業所の通期寄与など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、営業利益が大きく減少いたしまし

た。その結果、連結営業収益は前年同期比８８億３６百万円減の４３２億３４百万円、連結営業利益は同３億１７百

万円減の２９億５３百万円となりました。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

億９８百万円減の２１億７６百万円となりました。また連結当期純利益は、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２億１３百万円を計上する一方、事業再編に係る費用などの特別損失４億５百万円を計上した結

果、同３億３８百万円減の８億２６百万円となりました。 

 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） 

  

【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） 

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22年３月期） 

営業収益（百万円）  21,363  21,870  43,234  88,000

営業利益（百万円）  1,372  1,581  2,953  6,700

経常利益（百万円）  1,006  1,170  2,176  4,900

当期純利益（百万円）  374  451  826  1,800

  
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  △4,423  △8,836  △11,826

営業利益（百万円）  △287  △29  △317  392

経常利益（百万円）  △579  △19  △598  △8

当期純利益（百万円）  △175  △163  △338  68



(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、金融情勢等を勘案した手許現預金の積み増しや投資有価証券の時価の

増加などにより、全体としては前連結会計年度末比７４億３６百万円増加し、１，７３４億３６百万円になりまし

た。 

 純資産は、利益剰余金の増加及び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８億８６百

万円増の５２７億２百万円となりました。 

(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、６３億４８百万円の収入となり、前

第２四半期に比べ１９億４１百万円の収入増となりました。主な要因は、売上債権の減少や減価償却費の増加、法

人税等の支払額の減少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、投資有価証券の売却による収入などがあったものの有形固定資産及び無

形固定資産、投資有価証券の取得などにより２７億５２百万円の支出となり、賃貸用ビル３棟の取得等を行なった

前第２四半期に比べ２２９億４８百万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、前第２四半期には賃貸用ビル取得のための約２００億円の資金手当てが

あったことから、当第２四半期は長期借入れや社債の発行等による収入はあったものの、前第２四半期に比べ２５

２億３８百万円減の５０億８３百万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８８億５百万円

増の２２９億６０百万円となりました。 

(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２四半期では２倍

して算出しております。 

  

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９月
第２四半期 

平成21年 
３月期 

平成21年９月
第２四半期 

自己資本比率（％） 38.4 31.3 30.4 29.6 

時価ベースの自己資本比率（％） 54.6 36.6 30.7 26.1 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 7.0 10.0 12.2 7.7 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 9.2 9.0 6.6 8.2 



 金融危機後、依然実体経済の低迷が継続しており、下半期も期初に想定した景気回復が望み難い状況にあることか

ら、平成21年８月４日に公表した通期の連結業績予想並びに平成21年５月８日に公表した通期の個別業績予想を下記

のとおり見直しております。 

  

（１）連結業績予想                                                            （百万円）  

  

（２）個別業績予想                                                            （百万円）  

   

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。   

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

   売上高 営業利益  経常利益  当期純利益  
１株当たり 

 当期純利益  

 ①前回予想  96,000  7,300  5,500  2,200 円 銭 16 55

 ②今回予想  88,000  6,700  4,900  1,800 円 銭 13 54

 ③増減額 ②－①  △8,000  △600  △600  △400  －

 ④増減率 ③／① ％ △8.3 ％ △8.2 ％ △10.9 ％ △18.2  －

 参考：前期実績  99,826  6,307  4,908  1,731 円03銭 13

   売上高 営業利益  経常利益  当期純利益  
１株当たり 

 当期純利益  

 ①前回予想  73,000  6,600  5,000  2,200 円 銭 16 56

 ②今回予想  67,000  6,000  4,400  2,000 円05銭 15

 ③増減額 ②－①  △6,000  △600  △600  △200  －

 ④増減率 ③／① ％ △8.2 ％ △9.1 ％△12.0 ％ △9.1  －

 参考：前期実績  72,811  5,464  4,312  1,714 円 銭 12 90

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) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 23,209 14,371

受取手形及び営業未収金 11,384 12,403

その他 3,664 4,398

貸倒引当金 △40 △45

流動資産合計 38,217 31,129

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 54,399 55,809

土地 46,965 46,882

その他（純額） 11,525 10,269

有形固定資産合計 112,890 112,961

無形固定資産 4,987 5,077

投資その他の資産   

投資有価証券 12,886 12,377

その他 4,476 4,468

貸倒引当金 △22 △15

投資その他の資産合計 17,340 16,830

固定資産合計 135,218 134,870

資産合計 173,436 165,999

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 5,838 6,106

短期借入金 1,292 1,161

1年内返済予定の長期借入金 13,407 10,259

1年内償還予定の社債 － 5,000

未払法人税等 1,190 450

賞与引当金 1,492 1,479

その他 6,277 6,114

流動負債合計 29,498 30,572

固定負債   

社債 24,000 18,000

長期借入金 59,118 57,724

退職給付引当金 2,532 2,494

その他 5,584 5,392

固定負債合計 91,235 83,612

負債合計 120,733 114,184



（単位：百万円）

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 11,100 11,100

資本剰余金 5,563 5,563

利益剰余金 37,818 37,590

自己株式 △4,062 △4,061

株主資本合計 50,419 50,192

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,675 2,337

為替換算調整勘定 △1,713 △1,999

評価・換算差額等合計 961 338

少数株主持分 1,320 1,284

純資産合計 52,702 51,815

負債純資産合計 173,436 165,999



（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）

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) 

営業収益   

倉庫保管料 7,181 6,821

倉庫荷役料 4,810 3,754

港湾作業料 10,827 8,227

運送収入 17,032 11,977

不動産収入 4,526 5,951

その他 7,691 6,502

営業収益合計 52,070 43,234

営業原価   

作業直接費 23,233 16,525

賃借料 3,772 3,504

減価償却費 2,285 2,663

給料及び手当 7,069 6,666

その他 9,011 7,614

営業原価合計 45,371 36,975

営業総利益 6,698 6,258

販売費及び一般管理費   

減価償却費 298 292

報酬及び給料手当 1,522 1,603

その他 1,607 1,408

販売費及び一般管理費合計 3,427 3,304

営業利益 3,271 2,953

営業外収益   

受取利息 19 26

受取配当金 179 95

持分法による投資利益 31 40

その他 152 267

営業外収益合計 383 430

営業外費用   

支払利息 517 768

その他 361 439

営業外費用合計 879 1,207

経常利益 2,774 2,176

特別利益   

投資有価証券売却益 211 213

特別利益合計 211 213

特別損失   

関係会社事業再編損失 － 199

投資有価証券評価損 461 65

固定資産売却損 169 20

その他 56 120

特別損失合計 687 405

税金等調整前四半期純利益 2,299 1,984

法人税等 1,161 1,153

少数株主利益又は少数株主損失（△） △27 4

四半期純利益 1,165 826



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収益   

倉庫保管料 3,662 3,336

倉庫荷役料 2,398 1,909

港湾作業料 5,366 4,255

運送収入 8,620 6,133

不動産収入 2,402 2,973

その他 3,842 3,262

営業収益合計 26,293 21,870

営業原価   

作業直接費 11,674 8,458

賃借料 1,940 1,724

減価償却費 1,183 1,342

給料及び手当 3,495 3,289

その他 4,685 3,850

営業原価合計 22,980 18,666

営業総利益 3,313 3,204

販売費及び一般管理費   

減価償却費 148 144

報酬及び給料手当 749 785

その他 804 693

販売費及び一般管理費合計 1,702 1,623

営業利益 1,611 1,581

営業外収益   

受取利息 12 14

受取配当金 10 0

持分法による投資利益 14 20

その他 97 162

営業外収益合計 135 198

営業外費用   

支払利息 286 388

その他 270 220

営業外費用合計 556 609

経常利益 1,189 1,170

特別利益   

投資有価証券売却益 211 213

特別利益合計 211 213

特別損失   

関係会社事業再編損失 － 199

投資有価証券評価損 103 49

固定資産売却損 169 －

その他 32 103

特別損失合計 305 352

税金等調整前四半期純利益 1,095 1,030

法人税等 514 573

少数株主利益又は少数株主損失（△） △33 5

四半期純利益 614 451



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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) 

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 1,984

減価償却費 2,583 2,956

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14 1

賞与引当金の増減額（△は減少） 51 10

退職給付引当金の増減額（△は減少） 63 35

受取利息及び受取配当金 △199 △122

支払利息 517 768

持分法による投資損益（△は益） △31 △40

有形固定資産売却損益（△は益） 157 12

投資有価証券売却損益（△は益） △211 △213

投資有価証券評価損益（△は益） 461 65

売上債権の増減額（△は増加） 93 1,217

仕入債務の増減額（△は減少） △291 △389

その他 443 1,119

小計 5,952 7,405

利息及び配当金の受取額 203 128

利息の支払額 △490 △770

法人税等の支払額 △1,258 △414

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,407 6,348

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 △2,737

有形固定資産の売却による収入 344 81

無形固定資産の取得による支出 △306 △259

投資有価証券の取得による支出 △369 △100

投資有価証券の売却による収入 309 336

貸付けによる支出 △125 △111

貸付金の回収による収入 64 58

その他 9 △21

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,701 △2,752

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 3,664

短期借入金の返済による支出 △9,807 △3,547

長期借入れによる収入 6,630 9,000

長期借入金の返済による支出 △3,882 △4,458

社債の発行による収入 10,000 6,000

社債の償還による支出 － △5,000

自己株式の取得による支出 △4 △0

配当金の支払額 △531 △597

その他 109 24

財務活動によるキャッシュ・フロー 30,322 5,083

現金及び現金同等物に係る換算差額 △60 126

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,968 8,805

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 16,648 22,960



 該当事項はありません。 

  

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） 

  

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 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（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  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  37,283  5,951  43,234  －  43,234

(2）セグメント間の内部収益又

は振替高 
 65  125  190 ( ) 190  －

計  37,348  6,076  43,424 ( ) 190  43,234

営業利益  667  3,782  4,450 ( ) 1,496  2,953



前第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） 

    

当第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21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  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

  
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  18,896  2,973  21,870  －  21,870

(2）セグメント間の内部収益又

は振替高 
 29  62  92 ( ) 92  －

計  18,926  3,036  21,962 ( ) 92  21,870

営業利益  433  1,897  2,330 ( ) 749  1,581



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） 

  

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  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  37,823  5,410  43,234  －  43,234

(2）セグメント間の内部収益又

は振替高 
 390  824  1,215 ( ) 1,215  －

計  38,214  6,235  44,449 ( ) 1,215  43,234

営業利益(又は営業損失)  4,677 ( ) 227  4,450 ( ) 1,496  2,953



前第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） 

  

当第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21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  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

  
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  18,973  2,897  21,870  －  21,870

(2）セグメント間の内部収益又

は振替高 
 200  420  620 ( ) 620  －

計  19,173  3,318  22,491 ( ) 620  21,870

営業利益(又は営業損失)  2,391 ( ) 60  2,330 ( ) 749  1,581



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） 

  

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 

  

前第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） 

  

当第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21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 

  

 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）  9,371  9,371

Ⅱ 連結売上高（百万円）  ―  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 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  5,509  5,509

Ⅱ 連結売上高（百万円）  ―  43,234

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  12.7  12.7

  その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  4,932  4,932

Ⅱ 連結売上高（百万円）  ―  26,293

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  18.8  18.8

  その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  2,965  2,965

Ⅱ 連結売上高（百万円）  ―  21,870

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  13.6  13.6

（６）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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５．セグメント情報（連結） 

  

１．経営成績の概要（連結）              （単位：百万円） 

  

第２四半期累計（４月１日～９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  52,070  43,234  △8,836  △17.0  99,826  88,000  △11,826  △11.8

営業利益  3,271  2,953  △317  △9.7  6,307  6,700  392  6.2

経常利益  2,774  2,176  △598  △21.6  4,908  4,900  △8  △0.2

四半期（当期）純利益  1,165  826  △338  △29.1  1,731  1,800  68  3.9

２．財政状態（連結）     （単位：百万円） 

    
21年３月末 21年９月末 

増減 

    金額 率（％） 

自己資本  50,530  51,381  850  1.7

総資産  165,999  173,436  7,436  4.5

自己資本比率 ％ 30.4 ％ 29.6 ポイント△0.8  △2.7

Ｄ/Ｅレシオ  1.82  1.90 ＋  0.08  4.4

３．減価償却の状況（連結）       （単位：百万円） 

  前年同期  
当第２四半期 

累計期間 
増減 21年３月期

減価償却費  2,583  2,956  373  5,449

４．有利子負債残高（連結）    （単位：百万円） 

  21年３月末 21年９月末 増減 

社債  23,000  24,000  1,000

借入金  69,146  73,817  4,671

合計  92,146  97,817  5,671

現金及び預金  14,371  23,209  8,837

 <営業収益>        （単位：百万円） 

  前年同期 当第２四半期 

累計期間実績 

22年３月期 21年３月期

実績    実績 予想 

物流事業  47,625  37,348  76,400  90,346

不動産事業  4,650  6,076  12,000  9,878

消去又は全社  △205  △190  △400  △399

合 計  52,070  43,234  88,000  99,826

 <営業利益>       （単位：百万円） 

  前年同期 当第２四半期 

累計期間実績 

22年３月期 21年３月期

実績    実績 予想 

物流事業  2,215  667  2,400  3,763

不動産事業  2,584  3,782  7,400  5,536

消去又は全社  △1,529  △1,496  △3,100  △2,992

合 計  3,271  2,953  6,700  6,307
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