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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12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 ％

23年3月期第3四半期 26,542 2.2 815 19.7 908 37.2 540 104.4
22年3月期第3四半期 25,972 △11.0 680 187.2 662 111.6 264 23.7

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3四半期 44.78 ―

22年3月期第3四半期 21.90 ―

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3四半期 39,695 20,808 51.3 1,687.34
22年3月期 39,634 20,559 50.8 1,669.93

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  20,363百万円 22年3月期  20,153百万円

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

22年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
23年3月期 ― 10.00 ―

23年3月期 
（予想）

10.00 20.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31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  無  
 

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 35,600 1.8 1,060 10.4 1,050 6.5 550 53.4 45.57



(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、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、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がります。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」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」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 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3Q 12,070,000株 22年3月期  12,070,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  1,547株 22年3月期  1,449株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 12,068,472株 22年3月期3Q 12,068,601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の経済は、新興国の需要に支えられ輸出や生産の持ち直し、企業の設備投

資の下げ止まり等、景気は回復基調で推移しましたが、第２四半期以降は、円高の進行、失業率の高止まり等、景気は

頭打ちとなり、先行きの見通しが不透明な厳しい状況が続いております。 

また、当社グループと関係の深い自動車業界でも、国内でのエコカー補助金制度等の継続によるハイブリッド需要や

海外での中国を中心とする新興国での需要の伸長に支えられ、生産、販売とも回復基調で推移いたしましたが、第２四

半期以降特に第３四半期は、エコカー補助金の終了に加え、円高の進行等の影響もあり、伸び悩み状態となりました。 

このような環境の中で当社グループは、多角経営によるリスク分散を軸に、受注の確保、徹底した原価削減による収

益改善を強力に推進してまいりました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は26,542百万円（前年同期比2.2％増収）となりました。利益面におい

ては、営業利益が815百万円（前年同期比19.7％増益）、経常利益は、営業利益の増加に加え、持分法による投資利益の

増加等により908百万円（前年同期比37.2％増益）となりました。四半期純利益も資産除去債務の期首差額分15百万円の

計上をしましたが、経常利益の大幅な増益により540百万円（前年同期比104.4％増益）と増収増益となりました。 

なお、主なセグメント別の売上高（セグメント間の内部売上を含む）、営業利益の状況は次のとおりであります。 

  

① 物流サービス事業 

物流サービス事業は、引続き中国天津及び広州の子会社の順調な拡大に加え、国内でも、主要顧客からの受注が増加

したこと等により、売上高は17,067百万円（前年同期比6.6％増収）となりました。営業利益は、売上高の増収と原価削

減効果等により、1,210百万円（前年同期比17.1％増益）となりました。 

② 自動車サービス事業 

自動車サービス事業は、上半期はエコカー補助金の延長等により、車両販売等一部持ち直しがあったものの、全体的

には、自動車アフターマーケット市場の低迷等により低調に推移し、売上高は8,501百万円（前年同期比3.5％減収）と

なりました。一方、営業利益は、リース事業を中心に昨年度より取り組んでおります収益改善効果等により253百万円

（前年同期比11.7％増益）となりました。 

③ 情報サービス事業 

情報サービス事業は、顧客の設備投資の抑制等による受注の減少等により、売上高は859百万円（前年同期比12.7％減

収）となりました。営業利益は、生産性の向上等の原価改善に注力しましたが、売上高の減収を吸収できず、65百万円

（前年同期は32.2％減益）となりました。 

④ 人材サービス事業 

人材サービス事業は、派遣需要の増加等により、売上高は546百万円（前年同期比13.4％増収）となり、営業利益は、

売上高の増収等により、34百万円（前年同期比12.0％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における総資産は、39,695百万円となり、前連結会計年度末に比較して60百万円の増加

となりました。その主な要因は、減価償却等により固定資産が414百万円減少しましたが、リース投資資産が926百万円

増加したこと等により流動資産が475百万円増加したことによるものであります。 

負債合計は、18,886百万円となり、前連結会計年度末に比較して187百万円の減少となりました。その主な要因は、流

動負債は、短期借入金の借入等により302百万円増加しましたが、固定負債が、長期借入金の返済等により490百万円減

少したことによるものであります。 

純資産につきましては、利益の計上等により前連結会計年度末に比較して248百万円増加の20,808百万円となり、自己

資本比率は、前連結会計年度末比0.5ポイント増加の51.3％となりました。 

② 四半期の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因 

当第３四半期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較して364百万円の減少

の4,185百万円となりました。その主な要因は、営業活動によるキャッシュ・フローで得た資金198百万円を、投資活動

によるキャッシュ・フローで、有形固定資産の取得等により404百万円支出し、財務活動によるキャッシュ・フローで、

配当金の支払等により149百万円支出したこと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 

今後の見通しにつきましては、円高の進行、失業率の高止まり、個人消費の低迷等、景気回復は、頭打ちとなり、依

然として不透明で厳しい状況が続くと思われます。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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このような環境の中で当社グループの第３四半期連結会計期間の業績は、売上高、利益面とも当初予想に比較して多

少強含みで推移しました。しかしながら、第４四半期連結会計期間につきましては、エコカー補助金の終了等、消費動

向は自立的回復には至らず、不透明で厳しい状況が続くと思われます。従いまして、通期の業績につきましては、現時

点では平成22年5月11日に発表した業績数値の変更はございません。  

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  

   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 

（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３四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認められ

るため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して算定しております。 

②棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。また、棚卸資産の簿価切下げに関しては収益性の低下

が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③法人税等の算定方法 

 法人税等の納付税額につきましては、重要な加減算項目を調整し、見積実効税率を乗じて簡便的に算出してお

ります。  

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（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2,609千円減少し、税金等調整前四半期純利益は18,490千

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計上額は70,400千円であります。 

  

 （「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。なお、当会計基準等の適用開始による影響はありません。   

  

 （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３四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
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年12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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,585,344 4,950,241

受取手形及び売掛金 4,181,632 4,326,404

リース投資資産 6,691,191 5,765,024

商品及び製品 102,822 112,706

仕掛品 63,066 4,015

原材料及び貯蔵品 111,943 147,599

繰延税金資産 318,324 318,324

その他 968,311 923,521

貸倒引当金 △13,100 △13,600

流動資産合計 17,009,537 16,534,239

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,469,815 8,348,609

機械装置及び運搬具（純額） 424,908 470,247

貸与資産（純額） 447,542 592,775

土地 6,123,263 6,124,052

建設仮勘定 11,489 184,778

その他（純額） 407,443 455,057

有形固定資産合計 15,884,462 16,175,520

無形固定資産   

のれん 9,871 13,550

その他 694,459 697,868

無形固定資産合計 704,331 711,418

投資その他の資産   

投資有価証券 2,737,511 2,753,974

繰延税金資産 715,682 665,690

その他 2,653,233 2,804,667

貸倒引当金 △9,663 △10,971

投資その他の資産合計 6,096,763 6,213,360

固定資産合計 22,685,558 23,100,299

資産合計 39,695,096 39,634,538
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 760,795 748,165

短期借入金 2,165,788 1,106,700

1年内返済予定の長期借入金 1,000,000 1,000,000

未払費用 1,651,853 1,734,552

未払法人税等 113,303 481,350

賞与引当金 146,464 555,751

役員賞与引当金 15,000 30,000

その他 2,949,406 2,843,578

流動負債合計 8,802,610 8,500,098

固定負債   

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 － 1,000,000

長期未払金 6,012,278 5,567,733

退職給付引当金 1,789,267 1,780,011

再評価に係る繰延税金負債 1,133,876 1,133,876

その他 148,896 92,838

固定負債合計 10,084,319 10,574,460

負債合計 18,886,930 19,074,559

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,580,350 3,580,350

資本剰余金 3,420,139 3,420,139

利益剰余金 13,054,799 12,755,688

自己株式 △1,290 △1,222

株主資本合計 20,053,999 19,754,955

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 356,818 447,073

土地再評価差額金 275,980 275,980

為替換算調整勘定 △323,106 △324,294

評価・換算差額等合計 309,692 398,760

少数株主持分 444,474 406,263

純資産合計 20,808,165 20,559,979

負債純資産合計 39,695,096 39,634,538

キムラユニティー㈱（9368） 平成23年3月期 第3四半期決算短信

5



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 25,972,517 26,542,838

売上原価 22,066,602 22,505,482

売上総利益 3,905,915 4,037,355

販売費及び一般管理費 3,224,999 3,222,340

営業利益 680,915 815,015

営業外収益   

受取利息 2,137 1,239

受取配当金 26,545 27,621

持分法による投資利益 66,130 167,428

その他 31,861 30,974

営業外収益合計 126,675 227,263

営業外費用   

支払利息 75,923 64,519

為替差損 55,165 65,252

その他 14,099 3,976

営業外費用合計 145,187 133,749

経常利益 662,402 908,529

特別利益   

固定資産売却益 1,269 314

特別利益合計 1,269 314

特別損失   

固定資産除売却損 70,981 14,311

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 15,881

減損損失 91,821 －

その他 6,600 1,034

特別損失合計 169,402 31,227

税金等調整前四半期純利益 494,269 877,616

法人税、住民税及び事業税 260,673 299,214

法人税等調整額 △37,626 －

法人税等合計 223,047 299,214

少数株主損益調整前四半期純利益 － 578,401

少数株主利益 6,803 37,920

四半期純利益 264,418 540,481
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12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 494,269 877,616

減価償却費 756,706 968,899

減損損失 91,821 －

のれん償却額 3,298 3,414

持分法による投資損益（△は益） △66,130 △167,428

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,411 △1,808

賞与引当金の増減額（△は減少） △299,160 △408,946

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 22,500 △15,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,087 9,255

受取利息及び受取配当金 △28,823 △28,926

支払利息 190,154 188,422

為替差損益（△は益） 38,296 60,396

有形固定資産売却損益（△は益） △68,511 △47,069

有形固定資産除却損 70,345 14,199

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 15,881

売上債権の増減額（△は増加） 100,420 125,005

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,418 △17,775

リース投資資産の増減額（△は増加） △1,123,292 △1,167,660

その他の流動資産の増減額（△は増加） 93,141 △148,804

仕入債務の増減額（△は減少） 3,789 16,405

その他の流動負債の増減額（△は減少） 616,092 238,076

長期未払金の増減額（△は減少） 724,081 444,544

その他の固定負債の増減額（△は減少） － 40,176

小計 1,602,906 998,874

利息及び配当金の受取額 105,901 101,459

利息の支払額 △186,163 △183,186

法人税等の支払額 42,212 △718,394

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,564,858 198,753

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 △715,982 △577,692

有形固定資産の売却による収入 118,917 116,441

投資有価証券の取得による支出 △1,116 △1,154

投資その他の資産の増減額（△は増加） 14,799 57,689

貸付けによる支出 △466,809 －

貸付金の回収による収入 90 590

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,050,101 △404,124
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 596,520 1,089,964

短期借入金の返済による支出 △2,155,978 －

長期借入金の返済による支出 △274,988 △1,000,000

社債の発行による収入 1,000,000 －

自己株式の取得による支出 － △67

配当金の支払額 △240,169 △239,567

少数株主からの払込みによる収入 185,663 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △888,952 △149,671

現金及び現金同等物に係る換算差額 △67,306 △9,854

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △441,501 △364,897

現金及び現金同等物の期首残高 5,027,483 4,550,241

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,585,981 4,185,344
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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21年４月１日 至 平成21年12月31日）                    (単位：千円） 

 （注）１．事業区分の方法 

製品、サービスの種類・性質等の類似性及び当社グループの損益集計区分を考慮して決定しております。 

２．各区分に属する主要な製品、サービス 

  

 [所在地別セグメント情報] 

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12月31日） 

 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が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。  

[海外売上高]  

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12月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

[セグメント情報]  

 １．報告セグメントの概要  

 当社グループの報告セグメントは、財務情報が入手可能であり、取締役会、経営戦略会議において、経営資源の配分

の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっております。  

 当社グループは、各事業セグメント毎に事業本部又は事業部を構成し、各事業本部及び事業部は、取り扱う商品、製

品、サービスについて国内及び海外の戦略の立案、それに伴う事業活動を展開しております。 

 従いまして、当社グループの取り扱う商品、製品、サービスを事業本部及び事業部別に区分し、「物流サービス事

業」、「自動車サービス事業」、「情報サービス事業」、「人材サービス事業」の４つを報告セグメントとしておりま

す。 

  「物流サービス事業」は、包装、梱包、入出庫作業・格納器具製品製造等を行っております。「自動車サービス事

業」は、自動車リース、車両整備、保険代理店等を行っております。「情報サービス事業」は、システム開発、包括保

守及びネットワーク関連サービス等を行っております。「人材サービス事業」は、人材派遣サービス、アウトソーシン

グサービス等を行っております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
物流サービス

事業 
  

自動車サービ

ス事業 
  

その他の事業 計
消去又は全
社 

連結
  

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高  16,010,146  8,769,406  1,192,965  25,972,517 －  25,972,517

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－  36,537  273,508  310,046  △310,046 － 

計  16,010,146  8,805,944  1,466,474  26,282,564  △310,046  25,972,517

営業利益又は営業損失（△）  1,033,582  227,426  127,127  1,388,135  △707,220  680,915

事業区分 主要製品、サービス

物流サービス事業 包装、格納器具製品製造 

自動車サービス事業 車両リース、車両整備、自動車販売、カー用品販売、保険代理店他 

その他の事業 情報サービス、人材サービス 
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  ２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（注）１．セグメント利益の調整額△749,264千円には、セグメント間取引消去2,281千円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△751,546千円が含まれております。全社費用は、当社の人事、総務

及び経理等の管理部門に係る費用であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

（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。  

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日）  （単位：千円）

  
 物流サービス 
 事業  

 自動車サービス

 事業  
 情報サービス

 事業  
 人材サービス

 事業  計
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

売上高               

外部顧客への売

上高 
 17,067,025  8,445,372  859,251  171,189  26,542,838 －  26,542,838

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 98  56,125  －  375,162  431,386 △431,386 － 

計  17,067,123  8,501,497  859,251  546,351  26,974,224 △431,386  26,542,838

セグメント利益  1,210,603  253,955  65,542  34,178  1,564,279 △749,264  815,015

（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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