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1. 平成22年11月期第3四半期の連結業績（平成21年12月1日～平成22年8月31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）

売上高 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11月期第3四半期 101,012 △0.3 1,569 54.5 1,332 31.5 186 △23.4

21年11月期第3四半期 101,282 ― 1,015 ― 1,013 ― 243 ―

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11月期第3四半期 14.71 ―

21年11月期第3四半期 19.19 ―

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11月期第3四半期 55,459 27,298 43.6 1,908.49
21年11月期 55,615 27,147 43.5 1,911.13

（参考） 自己資本 22年11月期第3四半期 24,179百万円 21年11月期 24,213百万円

2. 配当の状況

（注）当四半期における配当予想の修正有無 無

年間配当金

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11月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00
22年11月期 ― 8.00 ―

22年11月期
（予想）

8.00 16.00

3. 平成22年11月期の連結業績予想（平成21年12月1日～平成22年11月30日）
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無 有

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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 134,800 △0.4 1,700 11.6 1,400 △9.4 330 △11.3 26.05



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 無

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 有
（注）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の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。

(4) 発行済株式数（普通株式）

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信は金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく

四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※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及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、
[添付資料]３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

4. その他 （詳細は、[添付資料]３ページ「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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11月期3Q 12,677,900株 21年11月期 12,677,900株

② 期末自己株式数 22年11月期3Q 8,367株 21年11月期 8,347株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年11月期3Q 12,669,542株 21年11月期3Q 12,669,652株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出の回復や各種の政策効果などを背景に生産は持ち直し、

企業収益は回復の兆しがみられるものの、雇用情勢は失業率の高止まりなど依然として厳しく、個人消費にも影響

を与えるなど厳しい状況で推移しました。

食品物流業界におきましては、持続している個人消費の冷え込みや得意先の物流費抑制および物流業者間の価格

競争による受託料金の伸び悩みに加え、燃料調達単価の上昇や「食の安全・安心」に応える物流品質向上への投資

負担などで厳しい経営環境で推移しました。

このような状況のなか、当社グループは、「①物流品質の向上、②収益体質の改善、③成長分野へのシフト」を

テーマとした中期経営計画を平成21年12月よりスタートさせました。

初年度である平成22年度は、物流品質の「質」、設備の「質」、取引内容の「質」、人材の「質」を追求し、

「業務の標準化の定着、保管機能の再構築、運送機能の再構築、情報系システムの構築」などの戦略をすすめてお

ります。５月には温度帯別スペースを自在に変更できる「フレキシブル車両（ＦＣＤ３＋１）」を発表し、６月に

は関西地区に「神戸第二営業所」を開設いたしました。

営業収益は、コンビニエンスストアや外食チェーン等の流通業を主な得意先とする専用物流の新たな受託があっ

たものの、共同物流の在庫・出荷物量の減少による既存取引の売上高減収に加え、専用物流の既存取引の受託料金

が伸び悩みました。

利益面は、共同物流や専用物流の既存取引の減収による採算の悪化や燃料調達単価の上昇があったものの、保管

の効率化や運送業務などの合理化改善が進捗し増益となりました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、営業収益は1,010億12百万円と前年同期に比べ２億70百万円

（0.3％減）の減収となり、営業利益は15億69百万円と前年同期に比べ５億53百万円（54.5％増）、経常利益は13

億32百万円と前年同期に比べ３億18百万円（31.5％増）の増益となったものの、四半期純利益は１億86百万円と前

年同期に比べ56百万円（23.4％減）の減益となりました。

（倉庫事業）

倉庫事業収益は共同物流の在庫・出荷物量などの減少で既存取引の売上高が減収となりました。一方、利益面は

減収の影響があったものの、保管の効率化や業務の標準化など合理化改善が進捗し増益となりました。

この結果、倉庫事業収益は152億75百万円と前年同期に比べ４億73百万円（3.0％減）の減収、営業損失は５億22

百万円と前年同期に比べ４億91百万円（前年同期は10億13百万円の営業損失）の増益となりました。

（運送事業）

運送事業収益は共同物流や専用物流の既存取引の売上高減収が影響したものの、新規受託により専用物流が伸長

し増収となりました。

利益面は減収による採算悪化や燃料調達単価の上昇影響を受けたものの、運送業務の合理化改善が進捗しまし

た。

この結果、運送事業収益は756億18百万円と前年同期に比べ６億39百万円（0.9％増）の増収、営業利益は18億82

百万円と前年同期に比べ２百万円（0.1％増）の増益となりました。

（その他事業）

その他事業収益は燃料の販売数量などが減少し、この結果、その他事業収益は101億18百万円と前年同期に比べ

４億36百万円（4.1％減）の減収、営業利益は１億72百万円と前年同期に比べ53百万円（45.1％増）の増益となり

ました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ１億56百万円減少し554億59百万円となりま

した。資産の減少の主な要因は、受取手形及び営業未収入金の増加４億47百万円はありましたが、敷金及び保証金

の減少２億67百万円、長期前払費用、長期繰延税金資産の減少による投資その他の資産のその他の減少１億95百万

円および無形固定資産の減少81百万円、並びに投資有価証券の減少74百万円などによるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ３億７百万円減少し、281億60百万円となりました。負債の減少の主な要

因は、支払手形及び営業未払金の増加３億21百万円はありましたが、長期借入金の減少４億95百万円、短期借入金

の減少91百万円などによるものであります。

また、純資産合計は前連結会計年度末に比べ１億51百万円増加し、272億98百万円となりました。純資産の増加

の主な要因は、利益剰余金の減少16百万円はありましたが、少数株主持分の増加１億84百万円などによるものであ

ります。

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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②キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比べ

94百万円増加し20億72百万円となりました。

当第３四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、27億65百万円（前年同期比３億71百万円の収入増加）となりました。これは主

に、売上債権の増加および法人税等の支払による減少はありましたが、税金等調整前四半期純利益、減価償却費お

よび仕入債務の増加によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、17億30百万円（前年同期比38百万円の支出増加）となりました。これは主に、

定期預金の払戻による収入はありましたが、有形固定資産の取得による支出および貸付けによる支出によるもので

あります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、９億33百万円（前年同期比２億31百万円の支出増加）となりました。これは主

に、長期借入金の返済による支出、リース債務の返済による支出および配当金の支払によるものであります。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

営業収益は、景気悪化の影響が予想を下回ったため前回発表の予想を上回ると見込んでおります。また、利益

は、運送機能の再構築に向けた合理化改善策の実行や、倉庫内業務の標準化を中心とした保管機能の再構築の進捗

などにより前回発表予想を上回る見込みであります。

以上により、本年６月17日に公表しました業績予想を、本年９月29日に修正しました。

(金額の単位：百万円）

（１）重要な子会社の異動の概要

該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

記載すべき重要な事項はありません。

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

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

６月17日発表予想（Ａ） 134,000 1,500 1,400 90 ７円10銭

９月29日発表予想（Ｂ） 134,800 1,700 1,400 330 26円05銭

増減額（Ｂ－Ａ） 800 200 － 240 18円95銭

増減率（％） 0.6 13.3 － 266.7 －

（ご参考）前期実績

（平成21年11月通期）
135,381 1,523 1,546 371 29円35銭

２．その他の情報

㈱キユーソー流通システム（9369）　平成22年11月期第３四半期決算短信

－　3　－



３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年８月31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11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,072 2,127

受取手形及び営業未収入金 15,863 15,416

商品 157 173

貯蔵品 57 77

その他 1,822 1,729

貸倒引当金 △4 △3

流動資産合計 19,968 19,520

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,560 8,037

機械装置及び運搬具（純額） 3,460 3,517

工具、器具及び備品（純額） 221 231

土地 14,665 14,665

リース資産（純額） 1,091 531

有形固定資産合計 26,999 26,984

無形固定資産 300 381

投資その他の資産

投資有価証券 1,241 1,315

敷金及び保証金 3,961 4,228

その他 3,027 3,223

貸倒引当金 △39 △39

投資その他の資産合計 8,191 8,728

固定資産合計 35,491 36,094

資産合計 55,459 55,615
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年８月31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11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 11,307 10,986

短期借入金 5,647 5,738

未払法人税等 460 251

賞与引当金 760 530

役員賞与引当金 63 67

その他 4,228 5,160

流動負債合計 22,467 22,735

固定負債

社債 500 500

長期借入金 1,616 2,111

退職給付引当金 608 633

負ののれん 26 42

その他 2,941 2,445

固定負債合計 5,692 5,732

負債合計 28,160 28,468

純資産の部

株主資本

資本金 4,063 4,063

資本剰余金 4,209 4,209

利益剰余金 15,891 15,908

自己株式 △11 △11

株主資本合計 24,153 24,169

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 39 46

為替換算調整勘定 △13 △2

評価・換算差額等合計 26 43

少数株主持分 3,118 2,934

純資産合計 27,298 27,147

負債純資産合計 55,459 55,615
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（２）四半期連結損益計算書
（第３四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年12月１日
至 平成21年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日
至 平成22年８月31日)

営業収益 101,282 101,012

営業原価 97,618 96,812

営業総利益 3,664 4,200

販売費及び一般管理費 2,648 2,630

営業利益 1,015 1,569

営業外収益

受取利息 4 5

受取配当金 12 19

受取賃貸料 63 63

持分法による投資利益 5 －

排ガス規制助成金 － 91

負ののれん償却額 16 16

その他 48 41

営業外収益合計 151 238

営業外費用

支払利息 81 60

貸与設備諸費用 40 37

持分法による投資損失 － 313

その他 31 64

営業外費用合計 154 475

経常利益 1,013 1,332

特別利益

固定資産売却益 24 28

貸倒引当金戻入額 6 －

ゴルフ会員権売却益 8 0

国庫補助金 － 40

その他 6 8

特別利益合計 46 77

特別損失

固定資産除売却損 37 113

投資有価証券評価損 0 66

その他 4 3

特別損失合計 42 183

税金等調整前四半期純利益 1,016 1,226

法人税、住民税及び事業税 481 732

法人税等調整額 102 92

法人税等合計 584 824

少数株主利益 189 215

四半期純利益 243 186
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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３四半期連結累計期間
(自 平成20年12月１日
至 平成21年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日
至 平成22年８月31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 1,016 1,226

減価償却費 2,132 2,218

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7 0

賞与引当金の増減額（△は減少） 309 229

退職給付引当金の増減額（△は減少） △24 △24

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 37 △3

受取利息及び受取配当金 △17 △24

支払利息 81 60

持分法による投資損益（△は益） △5 313

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △8

投資有価証券評価損益（△は益） 0 66

有形固定資産売却損益（△は益） △11 △24

有形固定資産除却損 24 109

ゴルフ会員権売却損益（△は益） △5 △0

ゴルフ会員権評価損 － 1

売上債権の増減額（△は増加） 2,660 △449

たな卸資産の増減額（△は増加） 21 36

仕入債務の増減額（△は減少） △1,961 582

長期未払金の増減額（△は減少） △106 △29

その他 △1,087 △971

小計 3,058 3,307

利息及び配当金の受取額 23 30

利息の支払額 △81 △59

法人税等の支払額 △606 △550

法人税等の還付額 0 37

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,393 2,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 － 150

有形固定資産の取得による支出 △1,428 △1,694

有形固定資産の売却による収入 50 53

無形固定資産の取得による支出 △65 △25

投資有価証券の取得による支出 △226 △64

投資有価証券の売却による収入 0 15

貸付けによる支出 △80 △232

貸付金の回収による収入 72 46

その他 △13 21

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,692 △1,730
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年12月１日
至 平成21年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日
至 平成22年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 550 60

長期借入金の返済による支出 △976 △646

割賦債務の返済による支出 △13 △5

リース債務の返済による支出 △38 △113

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △202 △203

少数株主への配当金の支払額 △21 △24

財務活動によるキャッシュ・フロー △702 △933

現金及び現金同等物に係る換算差額 8 △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8 94

現金及び現金同等物の期首残高 1,889 1,977

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,897 2,072
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該当事項はありません。

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年８月31日）

（注） １．事業区分の方法

事業区分の方法は、営業収益集計区分によっております。

２．各事業の主な内容

倉庫業……普通貨物および冷凍冷蔵貨物の保管、荷役および梱包作業

運送業……普通貨物および冷凍冷蔵貨物の幹線輸送および小口貨物の集荷、配送の運送取扱

その他……燃料、車両、食料品、日用雑貨品等の販売および車両整備

当第３四半期連結累計期間（自平成21年12月１日 至平成22年８月31日）

（注） １．事業区分の方法

事業区分の方法は、営業収益集計区分によっております。

２．各事業の主な内容

倉庫業……普通貨物および冷凍冷蔵貨物の保管、荷役および梱包作業

運送業……普通貨物および冷凍冷蔵貨物の幹線輸送および小口貨物の集荷、配送の運送取扱

その他……燃料、車両、食料品、日用雑貨品等の販売および車両整備

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

倉庫
（百万円）

運送
（百万円）

その他
（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
15,748 74,978 10,555 101,282 － 101,282

(2）セグメント間の内部営

業収益又は振替高
163 123 724 1,011 (1,011) －

計 15,912 75,102 11,279 102,294 (1,011) 101,282

営業利益又は営業損失（△） △1,013 1,880 118 984 30 1,015

倉庫
（百万円）

運送
（百万円）

その他
（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
15,275 75,618 10,118 101,012 － 101,012

(2）セグメント間の内部営

業収益又は振替高
201 296 768 1,265 (1,265) －

計 15,476 75,914 10,886 102,278 (1,265) 101,012

営業利益又は営業損失（△） △522 1,882 172 1,532 37 1,569
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〔所在地別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年８月31日）

本邦の営業収益は、全セグメントの営業収益の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。

当第３四半期連結累計期間（自平成21年12月１日 至平成22年８月31日）

本邦の営業収益は、全セグメントの営業収益の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。

〔海外営業収益〕

前第３四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年８月31日）

海外営業収益は、連結営業収益の10％未満であるため、海外営業収益の記載を省略しております。

当第３四半期連結累計期間（自平成21年12月１日 至平成22年８月31日）

海外営業収益は、連結営業収益の10％未満であるため、海外営業収益の記載を省略しております。

該当事項はありません。

（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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