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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第２四半期  24,008  0.9  938  △0.0  963  1.3  245  △49.1

22年３月期第２四半期  23,800  △8.6  939  13.8  951  8.9  482  0.8

  
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 

23年３月期第２四半期  22  87  －  －

22年３月期第２四半期  44  93  －  －

  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 

23年３月期第２四半期  27,376  11,838  43.2  1,103  37

22年３月期  27,189  11,788  43.3  1,098  63

（参考）自己資本 23年３月期第２四半期 11,838百万円 22年３月期  11,788百万円

  
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 

22年３月期  －  －  － － － － 15 00  15  00

23年３月期  －  －  － －       

23年３月期（予想）     － － 15 00  15  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 無    

  （％表示は、対前期増減率）

  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  47,100  1.8  840  △12.2  900  △13.0  250  △33.0  23  30

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 無



４．その他（詳細は、［添付資料］３ページ「その他」をご覧ください。） 

（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。  

（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の対象外であり、この四半期決算短信の開示時

点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中であります。 

※ 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、四半期決算短信（添付資料）２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。 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 有

① 会計基準等の改正に伴う変更： 有  

② ①以外の変更       ： 無  

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期２Ｑ 11,000,000株 22年３月期 11,000,000株

② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 270,205株 22年３月期 270,106株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 10,729,818株 22年３月期２Ｑ 10,729,894株
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（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（平成22年４月１日～９月30日）におけるわが国経済は、景況感の改善は続いている

との基調判断はあるものの、雇用情勢の厳しさや海外景気の下振れ懸念から先行きには慎重な見方がされておりま

す。 

 当グループが主たる市場としております低温食品物流業界も、主要原価の燃料価格は昨年度より高水準にあり、

消費者の購買意欲の低迷とデフレの影響による商品価格の下落が続き、顧客の物流費抑制と物流業者間の競争が激

化するのに加え、物流業界再編の動きも強まる等、厳しい経営環境に直面いたしました。 

 こうした状況のもとに、当グループは今年度スローガンとして「守れ安全・輝け品質」を掲げました。食の安全

はもとより、輸送業務をはじめ企業活動の全てにおいて安全を求めつつ、これに裏付けされた確かな品質を提供し

て顧客の信頼を得てまいります。 

 その取組みといたしまして、グループ保有全トラックへのドライブレコーダーの装着と収集されたデータの活

用、事業所内防犯カメラの設置と活用、運輸安全マネジメントの構築、ＩＳＯ認証取得の継続、さらにコンプライ

アンス推進担当者会議の毎月開催による安全・品質情報の共有化等を実施し、企業活動の品質を高め「ＣＨＩＬＬ

ＥＤ ＬＩＮＥ ＭＥＩＴＯ」のブランド力向上に努めました。収益面の改善策といたしまして、首都圏における

配送の一元管理による効率化の推進、顧客の協力を得て配送コースの合理化を進めるとともに、これを関西地区に

おいても着手いたしました。さらに適正な運賃の確保、また営業力強化による新規顧客の獲得にも努めておりま

す。平成21年２月竣工の関西物流センターにおいては、ほぼ予定通りの稼働状態になり、概ね当初計画にそった展

開を行っております。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は240億８百万円（前年同期比0.9％増）と、前年同期と比較

して２億８百万円の増収となり、経常利益は９億63百万円（同1.3％増）、四半期純利益は、資産除去債務会計基

準の適用に伴う影響額を計上したことなどにより２億45百万円（同49.1％減）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２四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１億86百万円増加し273億76百万円となり

ました。このうち流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べ３億45百万円増加し82億27百万円となりま

した。これは主に、受取手形及び営業未収金が３億９百万円増加したことなどによるものであります。また、固

定資産につきましては、前連結会計年度末に比べ１億58百万円減少し191億49百万円となりました。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ１億35百万円増加し155億37百万円となりました。流動負債に

つきましては、営業未払金が２億20百万円、短期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む。）が３億34百万

円及び未払法人税等が２億24百万円それぞれ増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ６億56百万円増加

し79億79百万円となりました。また、固定負債につきましては、資産除去債務会計基準の適用に伴い資産除去債

務が３億92百万円増加しましたが、長期借入金が８億93百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ

５億20百万円減少し75億58百万円となりました。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ50百万円増加し118億38百万円となり、自己資本比率は

43.2％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29百万円減少し25億11百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間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とおりであります。 

（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11億85百万円（前年同期は13億52百万円の資金の獲得）となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益７億66百万円（前年同期は８億79百万円）、減価償却費６億59百万円

（前年同期は６億97百万円）の計上、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額２億９百万円、仕入債務の増加

２億20百万円（前年同期は82百万円の減少）などの増加要因に加え、売上債権の増加３億９百万円（前年同期は

22百万円）等の減少要因があったこと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４億22百万円（前年同期は７億20百万円の資金の使用）となりました。 

 これは主に、投資有価証券の取得による支出88百万円（前年同期は４百万円）や、車両運搬具等の有形固定資

産の取得による支出３億25百万円（前年同期は８億23百万円）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７億91百万円（前年同期は11億69百万円の資金の使用）となりました。 

 これは主に、借入金の調達及び返済、配当金の支払等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 

 平成23年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成22年５月10日に公表いたしました業績予想を修正して

おります。詳細につきましては、平成22年11月５日付公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（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 

① 簡便な会計処理 

（固定資産の減価償却費の算定方法） 

 定率法を採用している資産については、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。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 会計処理基準に関する事項の変更 

イ．資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益は9,947千円減少し、税金等調整前四半期純利益は218,959千円減少してお

ります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は387,873千円であります。 

ロ．「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10

日）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

② 表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,511,968 2,541,267

受取手形及び営業未収金 4,985,113 4,675,365

原材料及び貯蔵品 23,338 22,731

繰延税金資産 348,356 318,199

その他 358,566 330,094

貸倒引当金 △77 △5,584

流動資産合計 8,227,266 7,882,073

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 1,077,272 1,177,501

建物及び構築物（純額） 6,412,534 6,406,127

土地 4,869,796 4,869,796

その他（純額） 982,016 1,007,391

有形固定資産合計 13,341,620 13,460,817

無形固定資産   

のれん 1,272 3,817

その他 373,691 401,477

無形固定資産合計 374,963 405,295

投資その他の資産   

投資有価証券 1,478,797 1,438,390

繰延税金資産 1,637,724 1,670,155

敷金及び保証金 1,355,888 1,331,454

その他 960,043 1,001,585

貸倒引当金 △25 △19

投資その他の資産合計 5,432,428 5,441,566

固定資産合計 19,149,012 19,307,678

資産合計 27,376,278 27,189,752

負債の部   

流動負債   

営業未払金 1,811,206 1,590,869

短期借入金 1,696,000 1,669,000

1年内返済予定の長期借入金 1,543,458 1,235,904

未払法人税等 476,259 252,156

未払費用 1,271,318 1,237,480

賞与引当金 549,776 598,935

役員賞与引当金 24,591 57,317

その他 606,535 681,237

流動負債合計 7,979,145 7,322,900

固定負債   

長期借入金 2,476,606 3,370,022

退職給付引当金 3,313,157 3,269,236

訴訟損失引当金 94,824 94,824

資産除去債務 392,198 －

その他 1,281,461 1,344,634

固定負債合計 7,558,246 8,078,717

負債合計 15,537,392 15,401,617



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,176,900 2,176,900

資本剰余金 1,868,430 1,868,430

利益剰余金 8,139,144 8,054,690

自己株式 △309,611 △309,533

株主資本合計 11,874,862 11,790,486

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △35,976 △2,352

評価・換算差額等合計 △35,976 △2,352

純資産合計 11,838,886 11,788,134

負債純資産合計 27,376,278 27,189,752



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業収益 23,800,054 24,008,162

営業原価 21,946,335 22,234,406

営業総利益 1,853,719 1,773,756

販売費及び一般管理費 914,651 834,847

営業利益 939,068 938,908

営業外収益   

受取利息 5,938 4,958

受取配当金 10,225 11,058

持分法による投資利益 19,428 13,460

その他 56,146 59,797

営業外収益合計 91,739 89,275

営業外費用   

支払利息 70,419 61,406

その他 8,440 2,790

営業外費用合計 78,860 64,197

経常利益 951,947 963,986

特別利益   

固定資産売却益 15,522 18,909

貸倒引当金戻入額 － 5,501

役員賞与引当金戻入額 － 5,036

その他 3,750 －

特別利益合計 19,273 29,447

特別損失   

固定資産除売却損 2,660 7,263

減損損失 24,462 －

投資有価証券評価損 － 5,847

ゴルフ会員権評価損 3,825 875

訴訟損失引当金繰入額 40,306 －

賃貸借契約解約損 20,000 －

割増退職金 － 3,593

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 209,011

その他 294 －

特別損失合計 91,548 226,590

税金等調整前四半期純利益 879,671 766,842

法人税、住民税及び事業税 380,268 486,599

法人税等調整額 17,274 34,840

法人税等合計 397,542 521,440

少数株主損益調整前四半期純利益 － 245,402

四半期純利益 482,129 245,402



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 879,671 766,842

減価償却費 697,303 659,123

減損損失 24,462 －

のれん償却額 2,544 2,544

建設協力金償却 28,919 28,919

有形固定資産除売却損益（△は益） △12,862 △7,666

ゴルフ会員権評価損 3,825 875

投資有価証券評価損益（△は益） － 5,847

賃貸借契約解約損 20,000 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 209,011

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,750 △5,501

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,148 43,920

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △232,570 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 22,160 △49,159

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1,668 △32,725

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） 40,306 －

受取利息及び受取配当金 △16,163 △16,017

支払利息 70,419 61,406

持分法による投資損益（△は益） △19,428 △13,460

売上債権の増減額（△は増加） △22,421 △309,748

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,649 △606

仕入債務の増減額（△は減少） △82,699 220,337

未払消費税等の増減額（△は減少） 128,071 △40,141

割増退職金 － 3,593

その他 126,143 △38,448

小計 1,662,396 1,488,946

利息及び配当金の受取額 12,830 13,159

利息の支払額 △69,717 △60,457

割増退職金の支払額 － △3,593

法人税等の支払額 △253,427 △252,976

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,352,081 1,185,078

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △4,319 △88,762

有形固定資産の取得による支出 △823,499 △325,714

有形固定資産の売却による収入 28,977 23,553

無形固定資産の取得による支出 △12,174 △12,010

長期前払費用の支出額 △2,048 △300

貸付けによる支出 △12,910 △6,238

貸付金の回収による収入 18,490 12,507

その他の投資の取得支出 △66,661 △36,808

その他の投資の返戻収入 153,627 11,200

投資活動によるキャッシュ・フロー △720,518 △422,572



（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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 450,000 252,000

短期借入金の返済による支出 △845,000 △225,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △52,504 △72,015

長期借入れによる収入 200,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △739,532 △685,862

自己株式の取得による支出 － △77

配当金の支払額 △182,444 △160,850

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,169,480 △791,805

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △537,917 △29,299

現金及び現金同等物の期首残高 3,031,533 2,541,267

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,493,615 2,511,968



 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21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１．事業区分は、当グループにおける事業別営業収益区分によっております。 

２．各事業の主な内容 

(1）貨物運送事業…………………貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業、軽貨物自動車運送事業 

(2）物流センター管理事業………商品仕分け・流通加工等 

(3）その他事業……………………損害保険代理業等 

前第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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、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21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 海外営業収益がないため該当事項はありません。 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

 当グループは、「物流事業」のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 当グループは、当社を中心にチルド飲料・食品を中心とした商品を主とする貨物運送事業及び物流センター内に

おいて入出庫、保管、仕分け、流通加工、受注・在庫管理等の物流センター管理事業を行っておりますが、貨物運

送事業と物流センター管理事業は実質連続した業務であり、両者を併せて「物流事業」として位置づけておりま

す。また、子会社１社が「物流事業」に附帯する業務として、主に当社及び子会社の車両保険に関する業務及び物

流センターのメンテナンス等を行っております。 

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。 

 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

［事業の種類別セグメント情報］

  
貨物運送事業 
（千円） 

物流センター
管理事業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

営業収益             

(1）外部顧客に対する営業
収益 

 19,501,531  4,235,896  62,626  23,800,054  －  23,800,054

(2）セグメント間の内部営
業収益又は振替高 

 4,825  86,678  622,550  714,054 (714,054)  －

計  19,506,356  4,322,575  685,176  24,514,109 (714,054)  23,800,054

営業利益  1,114,408  407,581  49,854  1,571,845 (632,777)  939,068

［所在地別セグメント情報］

［海外売上高］

［セグメント情報］

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象



（訴訟） 

① 訴訟の内容 

 平成18年２月５日、当社従業員が東名高速道路上をトラックで走行中、故障で停車していた乗用車に追突し、

傷害を負わせた交通事故に関し、平成20年７月９日、被害者とその両親が原告となり、当社及び当該従業員に対

し、以下ロ．に記載の額の支払いを求める訴訟が起こされたものであります。 

 平成22年９月末現在、公判は17回開催され、事故に至る経緯や原因等を巡り、確認作業が行われている段階で

あります。 

② 原告による請求金額 

イ．金182,841千円及びこれに対する平成18年２月６日以降完済に至るまで年５分の割合による金員の支払い。 

ロ－ａ．平成22年３月１日以降平成23年３月31日までの期間、１日当たり24,000円として当月の日数を乗じて算

出される月額の支払い。 

ｂ．平成23年以降毎年４月１日から翌年３月31日までの期間、次の算式で算出される基礎日額に当月の日数

を乗じて算出される月額の支払い。 

（計算式） 

基礎日額＝24,000円×当該年の前年の消費者物価指数／平成21年の消費者物価指数 

ハ．平成36年１月１日以降事故の直接被害者である原告が死亡する日まで、前掲ｂ項の所定の金員に付加して、

前掲ｂ項の所定の基礎日額の２分の１の金額に当月の日数を乗じて算出される月額の支払い。 

ニ．被害者の両親それぞれに対し、金3,300千円とこれに対する平成18年２月６日以降完済に至るまで年５分の

割合による金員の支払い。 

③ 当社の意見 

 当社としては、原告からの請求に対して、請求金額や支払方法等について法廷の場で適切に対応していく所存

であります。 

（８）その他注記情報
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