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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 58,772 △15.5 3,365 △12.9 3,625 △16.6 1,874 △18.2

21年3月期第2四半期 69,542 ― 3,864 ― 4,344 ― 2,292 ―

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 10.51 ―

21年3月期第2四半期 12.23 12.17

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 228,888 111,170 46.7 599.21
21年3月期 216,097 104,221 46.3 560.96

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  106,899百万円 21年3月期  100,075百万円

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 ― 5.00 10.00

22年3月期 ― 5.00

22年3月期 
（予想）

― 5.00 10.00

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 119,000 △9.8 7,300 2.4 7,600 △2.2 4,000 139.3 22.42
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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、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(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等については、4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 195,936,231株 21年3月期  195,936,231株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  17,536,463株 21年3月期  17,534,066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 178,400,621株 21年3月期第2四半期 187,420,553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、輸出や生産に持ち直しの動きがみられたものの、設備投資は減

少を続けたほか、雇用情勢が悪化するなど、景気は依然として厳しい情勢で推移しました。 

 このような情勢のもとで、当社グループは、物流事業では配送センター業務を強化するとともにアーカイブ事業

（総合文書管理事業）の開発を推進し、サービスの高付加価値化を図ってまいりました。不動産事業では、賃料水準

の維持・向上に努めてまいりました。また、一段の経費圧縮を行い、取扱貨物の減少に伴う利益圧迫要因の吸収に努

めてまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間は、国内外の景気低迷に伴い、倉庫、国際輸送、港湾運送、陸上運送の各部

門において、貨物の取扱いが大幅に減少したため、営業収益は587億7千2百万円と前年同期比15.5％の減収となりま

した。営業利益は33億6千5百万円と前年同期比12.9％の減益、経常利益も受取配当金の減少等により、36億2千5百万

円と前年同期比16.6％の減益となりました。四半期純利益は、固定資産除却損、投資有価証券評価損を特別損失に計

上し、18億7千4百万円と前年同期比18.2％の減益となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①物流事業 

 倉庫収入は、前連結会計年度に稼働した新規施設の寄与等があったものの、取扱貨物の減少、荷動きの低迷等に

より、92億2千1百万円（前年同期比5.6％減）となりました。港湾運送収入は、コンテナ荷捌は既存航路における

コンテナ取扱量の減少や一部航路の休止により、また、一般荷捌においては輸出、輸入とも取扱量が大幅に落ち込

んだことから、157億5千1百万円（前年同期比19.5％減）となりました。国際輸送収入は、航空貨物、プロジェク

ト貨物の取扱いが引き続き低調であったことに加え、海上運賃の大幅な下落等により、108億8千2百万円（前年同

期比30.7％減）となりました。陸上運送ほか収入は、取扱貨物全般における荷動きの鈍化により陸上運送収入が減

収となり、178億5千6百万円（前年同期比8.0％減）となりました。 

 以上の結果、物流事業全体の営業収益は537億1千2百万円（前年同期比16.7％減）、営業利益は25億5千6百万円

（前年同期比13.5％減）となりました。 

  

②不動産事業 

 不動産事業では、昨年7月に一部稼働、本年2月に全面稼働した大阪市西区の商業施設の寄与がありましたが、一

部賃貸ビルのテナント入替に伴う賃料の減少や不動産販売の減少等により、営業収益は51億6千万円（前年同期比

0.4％減）となりました。一方、営業利益は減価償却費等の減少により、30億8千6百万円（前年同期比0.5％増）と

なりました。  

(注)１．上記の事業の種類別セグメントの営業収益には、セグメント間の内部営業収益1億1百万円（前年同期9千8百

万円）を含んでおります。 

２．上記の事業の種類別セグメントの営業利益は、配賦不能営業費用22億7千7百万円（前年同期21億6千3百万

円）控除前の利益であります。  

  事業の種類別セグメント毎の営業収益内訳 

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

内訳 
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）

前年同四半期比増減

増減額 比率％

物流事業      64,459百万円      53,712百万円 △10,746百万円  △16.7

（倉庫収入）  (9,771)  (9,221)  (△550)  (△5.6)

（港湾運送収入）  (19,563)  (15,751)  (△3,811)  (△19.5)

（国際輸送収入）  (15,707)  (10,882)  (△4,824)  (△30.7)

（陸上運送ほか収入）  (19,416)  (17,856)  (△1,559) (△8.0)

不動産事業  5,181  5,160  △20  △0.4

（不動産事業収入）  (5,181)  (5,160)  (△20) (△0.4)

計  69,640  58,873    △10,767  △15.5

セグメント間内部営業収益  △98  △101  △2  △2.8

純営業収益  69,542  58,772  △10,770  △15.5
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（１）資産、負債及び純資産の状況  

当第２四半期連結会計期間末の財政状態につきまして、資産合計は、株式相場の上昇により「投資有価証券」

が増加し、前連結会計年度比5.9％増の2,288億8千8百万円となりました。また、負債合計は、その他有価証券評

価差額に係る「繰延税金負債」の増加等により、前連結会計年度比5.2％増の1,177億1千7百万円となりました。

純資産合計は、「その他有価証券評価差額金」の増加等により、前連結会計年度比6.7％増の1,111億7千万円と

なりました。  

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 ①営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益及び減価償却による内部資金の留保、法人

税等の還付等により83億8千万円の収入となり、法人税等の還付による収入や法人税等の支払額の減少等によ

り、前年同期（50億3千2百万円の収入）に比べ33億4千7百万円の収入増となりました。 

 ②投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入や投資有価証券の取得等により97億3千7百万円の支出

となり、有形固定資産や無形固定資産の取得による支出は減少しましたが、定期預金の預入や投資有価証券の取

得による支出の増加等により、前年同期（61億9千3百万円の支出）に比べ35億4千4百万円の支出増となりまし

た。 

 ③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済や期末配当金の支払等により11億7千4百万円の支出

となり、長期借入による収入の減少等により、前年同期（30億8千1百万円の収入）に比べ42億5千5百万円の収入

減となりました。 

 当第２四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローは、以上の結果に現金及び現金同等物に係る換算差額を加

えた結果、23億5百万円の減少となり、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末の残高は、123億6千3百

万円となりました。 

   

  今後の経済情勢につきましては、景気の底入れ感は出てきたものの、本格的な回復にはまだ時間がかかる見通しで

す。このような情勢の中、当社におきましても、依然厳しい事業環境が続いておりますが、経費の圧縮に加えて、一

部貨物の取扱いに回復の兆しが見られ、第２四半期連結累計期間の業績が予想を上回ったことから、平成21年５月11

日に公表しました通期の連結業績予想を、以下のとおり修正いたします。 

  

  

 平成22年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成21年４月１日～平成22年３月31日） 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

  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 

前回発表予想（A) 
百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

 119,000  6,300  6,600  3,500  19.62

今回修正予想（B）  119,000  7,300  7,600  4,000  22.42

増減額（B-A）  0  1,000  1,000  500 － 

増減率（％）  0.0  15.9  15.2  14.3 － 

（ご参考） 

前期実績（平成21年3月期） 
 131,871  7,126  7,767  1,671  9.08
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   (参考） 

 平成22年３月期通期個別業績予想数値の修正（平成21年４月１日～平成22年３月31日） 

  

  

 該当事項はありません。  

   

（簡便な会計処理）  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率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見込ま

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。  

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 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。 

 （四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

 税金費用の計算 

 一部の連結子会社においては、税金費用の計算にあたり、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の

税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実

効税率を乗じて計算し、法人税等調整額は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。 

    

 該当事項はありません。   

  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 

前回発表予想（A) 
百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

 76,000  5,200  5,600  3,300  18.50

今回修正予想（B）  76,000  5,700  6,000  3,400  19.06

増減額（B-A）  0  500  400  100 － 

増減率（％）  0.0  9.6  7.1  3.0 － 

（ご参考） 

前期実績（平成21年3月期） 
 84,023  5,429  6,065  1,166  6.34

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
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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 19,306 15,781

受取手形及び営業未収入金 15,555 15,051

有価証券 4 4

販売用不動産 186 207

仕掛販売用不動産 － 3

仕掛品 87 78

繰延税金資産 1,036 875

その他 2,938 3,866

貸倒引当金 △83 △79

流動資産合計 39,031 35,789

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 65,296 67,259

機械装置及び運搬具（純額） 4,250 4,710

工具、器具及び備品（純額） 730 732

土地 46,429 46,420

建設仮勘定 626 613

その他（純額） 16 6

有形固定資産合計 117,350 119,744

無形固定資産   

のれん 2,273 2,436

借地権 6,203 6,162

ソフトウエア 2,344 2,277

その他 400 599

無形固定資産合計 11,221 11,477

投資その他の資産   

投資有価証券 53,573 41,393

長期貸付金 1,028 1,062

繰延税金資産 450 348

その他 6,487 6,545

貸倒引当金 △256 △263

投資その他の資産合計 61,284 49,086

固定資産合計 189,856 180,308

資産合計 228,888 216,097
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 8,568 8,578

短期借入金 11,702 11,196

未払法人税等 1,994 317

賞与引当金 1,597 1,450

その他 5,265 4,733

流動負債合計 29,129 26,276

固定負債   

長期借入金 58,168 58,861

繰延税金負債 13,178 9,607

退職給付引当金 3,411 3,254

役員退職慰労引当金 96 90

長期預り金 12,924 12,939

その他 807 846

固定負債合計 88,588 85,599

負債合計 117,717 111,876

純資産の部   

株主資本   

資本金 21,822 21,822

資本剰余金 19,177 19,177

利益剰余金 62,961 61,978

自己株式 △9,123 △9,122

株主資本合計 94,837 93,855

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,046 7,656

繰延ヘッジ損益 △4 △16

為替換算調整勘定 △979 △1,419

評価・換算差額等合計 12,061 6,219

新株予約権 64 64

少数株主持分 4,206 4,081

純資産合計 111,170 104,221

負債純資産合計 228,888 216,097
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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：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   

倉庫収入 9,771 9,221

港湾運送収入 19,563 15,751

国際輸送収入 15,707 10,882

陸上運送収入 13,858 12,287

物流施設賃貸収入 2,701 2,706

不動産賃貸収入 4,964 4,917

その他 2,975 3,004

営業収益合計 69,542 58,772

営業原価   

作業諸費 41,378 32,637

人件費 8,410 8,045

賃借料 4,015 3,803

租税公課 1,214 1,020

減価償却費 3,002 2,928

その他 3,900 3,166

営業原価合計 61,921 51,601

営業総利益 7,620 7,170

販売費及び一般管理費   

給料手当及び福利費 1,918 1,852

賞与引当金繰入額 376 360

退職給付費用 125 131

のれん償却額 162 163

その他 1,173 1,295

販売費及び一般管理費合計 3,756 3,804

営業利益 3,864 3,365

営業外収益   

受取利息及び配当金 783 535

持分法による投資利益 92 100

その他 140 168

営業外収益合計 1,015 805

営業外費用   

支払利息 451 444

その他 83 101

営業外費用合計 534 545

経常利益 4,344 3,625

特別損失   

固定資産除却損 29 72

投資有価証券評価損 215 198

減損損失 67 －

特別損失合計 312 271

税金等調整前四半期純利益 4,032 3,353

法人税、住民税及び事業税 1,715 1,762

法人税等調整額 △122 △374

法人税等合計 1,592 1,387

少数株主利益 147 90

四半期純利益 2,292 1,874
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（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 4,032 3,353

減価償却費 3,121 3,247

減損損失 67 －

のれん償却額 162 163

引当金の増減額（△は減少） △107 307

受取利息及び受取配当金 △783 △535

支払利息 451 444

持分法による投資損益（△は益） △92 △100

有形固定資産除却損 29 72

投資有価証券評価損益（△は益） 215 198

売上債権の増減額（△は増加） △457 △420

仕入債務の増減額（△は減少） 340 △44

その他 △47 697

小計 6,932 7,383

利息及び配当金の受取額 778 539

利息の支払額 △413 △475

法人税等の支払額 △2,264 △268

法人税等の還付額 － 1,200

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,032 8,380

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △437 △6,533

定期預金の払戻による収入 351 710

有形固定資産の取得による支出 △5,020 △546

有形固定資産の売却による収入 18 23

無形固定資産の取得による支出 △670 △229

投資有価証券の取得による支出 △82 △3,158

貸付けによる支出 △315 △82

貸付金の回収による収入 29 74

その他 △65 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,193 △9,737

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 5,056 7,162

短期借入金の返済による支出 △4,225 △6,312

長期借入れによる収入 7,400 378

長期借入金の返済による支出 △1,132 △1,417

自己株式の取得による支出 △3,007 －

配当金の支払額 △957 △890

その他 △52 △95

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,081 △1,174

現金及び現金同等物に係る換算差額 △159 226

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,761 △2,305

現金及び現金同等物の期首残高 11,718 14,669

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,480 12,363
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 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）事業区分の方法は、当社及び連結子会社が経営管理上採用している区分によっており、各区分に属する主要な

業務は次のとおりである。 

物流事業…………倉庫、港湾運送、国際輸送、陸上運送等の各業務 

不動産事業………事務所及び土地等の賃貸、管理業務 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

a．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  64,454  5,087  69,542  －  69,542

②セグメント間の内部営業収益

又は振替高 
 5  93  98  (98)  －

計  64,459  5,181  69,640  (98)  69,542

営業利益  2,955  3,071  6,027  (2,163)  3,864

  
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  53,708  5,063  58,772  －  58,772

②セグメント間の内部営業収益

又は振替高 
 4  96  101  (101)  －

計  53,712  5,160  58,873  (101)  58,772

営業利益  2,556  3,086  5,642  (2,277)  3,365
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 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、主な国又は地域のそれぞれの属する営業収益及び資産の金額が少額のため、その他の

地域で一括して記載している。 

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・・・アジア、ヨーロッパ、北米 

  

 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）及び当第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） 

 海外営業収益が連結営業収益の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

b．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  62,904  6,638  69,542  －  69,542

②セグメント間の内部営業収益

又は振替高 
 477  2,596  3,073  (3,073)  －

計  63,381  9,234  72,616  (3,073)  69,542

 営業利益  5,603  424  6,027  (2,163)  3,864

  
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  54,383  4,389  58,772  －  58,772

②セグメント間の内部営業収益

又は振替高 
 290  1,765  2,056  (2,056)  －

計  54,673  6,154  60,828  (2,056)  58,772

 営業利益  5,516  125  5,642  (2,277)  3,365

c．海外営業収益

（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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