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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年11月期第2四半期の連結業績（平成22年12月1日～平成23年5月31日） 
（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 11月期第2四半期 68,950  4.2 946  26.4 1,020  63.6 279   －
22年11月期第2四半期 66,175 △1.3 748  65.1 623  40.9 17 331.0

 

 
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 11月期第2四半期 22.03 － 
22年 11月期第2四半期 1.42 －    

 
（２）連結財政状態 

 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 11月期第2四半期 54,894 27,832 44.9 1,946.88
22年 11月期 56,390 27,484 43.2 1,924.57

(参考)自己資本 23年11月期第2四半期  24,665百万円 22年11月期  24,383百万円 

 
２．配当の状況 

 
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 11月期 － 8.00 － 8.00 16.00   
23年 11月期 － 8.00   

23年 11月期(予想)   － 9.00 17.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：有・無 

 
３．平成23年11月期の連結業績予想（平成22年12月1日～平成23年11月30日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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 139,000 2.4 1,800 4.2 1,860 17.9 550 35.6 43.41

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有・無 



 

４．その他  （詳細は、[添付資料]４ページ「その他の情報」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 ：有・無 

 新規 －社 (社名                       )、 除外 －社 (社名           ) 

（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・無 

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有・無 

② ①以外の変更 ：有・無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年11月期2Ｑ 12,677,900株 22年11月期 12,677,900株

② 期末自己株式数 23年11月期2Ｑ 8,438株 22年11月期 8,377株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年11月期2Ｑ 12,669,476株 22年11月期2Ｑ 12,669,546株

 

 

（※ 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および合理的である
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およ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。 
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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におけるわが国経済は、景気回復の兆しがみられたものの、本年３月11日に発生した

東日本大震災と震災に起因する電力供給不足の影響で輸出や生産などが減少、また自粛ムードによる個人消費の抑

制や失業率が高止まりしている雇用情勢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、個人消費の節約志向の持続や得意先の拠点再編や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、東日本大震災で被災した物流拠点（ネットワーク）の復旧、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推進し、新たな価値の創造と機能の強化により食品物流のナンバーワンをめざしてお

ります。 

 中期経営計画２年目にあたる平成23年度（2011年）は、「経営資源を集中させ、成長分野へのシフトに向けてス

タートする年」と位置付け、グループの構造改革および安全・安心を優先した物流品質の向上の実践をすすめてお

ります。 

 営業収益は、既存取引における共同物流の在庫・出荷物量減少や、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受託料金伸び悩みで売上高が減少したものの、共同物流および専用物流の領域

拡大や新規受託の売上高が伸長し増収となりました。 

 利益面は既存取引の減少による採算悪化や燃料調達単価の上昇などがあったものの、共同物流と専用物流の領域

拡大や新規受託による利益増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２四半期連結累計期間の業績は、営業収益は689億50百万円と前年同期に比べ27億75百万円

（4.2％増）の増収となり、営業利益は９億46百万円と前年同期に比べ１億97百万円（26.4％増）、経常利益は10

億20百万円と前年同期に比べ３億96百万円（63.6％増）、四半期純利益は２億79百万円と前年同期に比べ２億61百

万円（1,453.1％増）の増益となりました。 

  

（倉庫事業） 

 倉庫事業収益は既存取引の売上高減少が影響したものの、共同物流の売上高が増加し増収となりました。 

 一方、利益面は固定費の圧縮により収益改善が進捗したものの、既存取引の減収による採算悪化の影響をうけ営

業損失が増加いたしました。 

 この結果、倉庫事業収益は101億49百万円と前年同期に比べ37百万円（0.4％増）の増収、営業損失は５億68百万

円と前年同期に比べ１億22百万円（前年同期は４億46百万円の営業損失）の増加となりました。 

  

（運送事業） 

 運送事業収益は既存取引の売上高減少が影響したものの、共同物流の領域拡大や新規取引先を受託した専用物流

が伸長し増収となりました。 

 利益面は燃料調達単価上昇の影響はあったものの、売上高が堅調に推移したことや、運送業務の合理化改善進捗

などにより増益となりました。 

 この結果、運送事業収益は519億19百万円と前年同期に比べ24億72百万円（5.0％増）の増収、営業利益は13億69

百万円と前年同期に比べ３億53百万円（34.7％増）の増益となりました。 

  

（関連事業） 

 関連事業収益は燃料販売などの販売数量が増加し、68億81百万円と前年同期に比べ２億64百万円（4.0％増）の

増収、営業利益は１億30百万円と前年同期に比べ22百万円（14.8％減）の減益となりました。 

  

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）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14億95百万円減少し548億94百万円となりま

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減少９億65百万円、有形固定資産の減少３億13百万

円および敷金及び保証金の減少２億54百万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18億44百万円減少し、270億61百万円となりました。負債の減少の主な要

因は、圧縮未決算特別勘定の増加３億79百万円はありましたが、支払手形及び営業未払金の減少１億84百万円、短

期借入金の減少14億82百万円および長期借入金の減少２億39百万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３億48百万円増加し、278億32百万円となりました。純資産の増加

の主な要因は、利益剰余金の増加２億99百万円、少数株主持分の増加65百万円などによるものであります。 

  

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

91百万円減少し25億44百万円となりました。 

 当第２四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、31億47百万円（前年同期は21億54百万円の収入）となりました。これは主に、

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の計上、減価償却費、売上債権の減少、お

よび営業活動によるキャッシュ・フローのその他が増加し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、12億24百万円（前年同期は13億44百万円の支出）となりました。これは主に、

貸付金の回収による収入はありましたが、有形固定資産および無形固定資産の取得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、20億14百万円（前年同期は５億71百万円の支出）となりました。これは主に、

短期借入金の純増減額の減少、長期借入金の返済による支出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 

 通期の業績予想につきましては、東日本大震災に起因する電力使用抑制の影響による景気の下振れ懸念や燃料価格

の動向等、不確定要素の多い事業環境が予想されます。 

 そのような中、営業収益は、既存取引の減少傾向は続くものの、専用物流の新規受託等が順調に推移し、売上高の

伸長を見込んでおります。また、利益は東日本大震災により上半期に延期していた老朽化設備の修繕実施や、景気お

よび燃料単価の動向が不透明な状況と見込んでおります。  

 以上により、平成23年１月11日に公表しました業績予想を、平成23年６月20日に修正いたしました。 

  

 (金額の単位：百万円）

  

  

   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 

 １月11日発表予想（Ａ）     137,000     1,800     1,660     430   33円94銭 

 ６月20日発表予想（Ｂ）   139,000  1,800  1,860    550  43円41銭 

 増減額（Ｂ－Ａ）  2,000  0  200    120  9円47銭 

 増減率（％）  1.5  －  12.0    27.9  － 

（ご参考）前期実績 

（平成22年11月通期）  
 135,709  1,726  1,577  405  32円01銭 
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（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 

①資産除去債務に関する会計基準等の適用  

 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）

および「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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益がそれぞれ１百万円減少し、税金等調整前四半期

純利益が117百万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299百万円で

あります。 

  

②「持分法に関する会計基準」および「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）

および「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、この変更に伴う損益への影響はありません。  

  

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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年５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11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,544 2,636

受取手形及び営業未収入金 15,291 16,257

商品 172 179

貯蔵品 67 58

その他 2,113 1,762

貸倒引当金 △6 △4

流動資産合計 20,184 20,889

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,289 7,413

機械装置及び運搬具（純額） 3,023 3,324

工具、器具及び備品（純額） 203 216

土地 14,678 14,678

リース資産（純額） 1,181 1,126

建設仮勘定 70 －

有形固定資産合計 26,447 26,761

無形固定資産 284 324

投資その他の資産   

投資有価証券 1,230 1,241

敷金及び保証金 3,686 3,941

その他 3,100 3,271

貸倒引当金 △39 △39

投資その他の資産合計 7,978 8,415

固定資産合計 34,710 35,501

資産合計 54,894 56,390
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年５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11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 11,469 11,653

短期借入金 3,484 4,967

未払法人税等 401 568

賞与引当金 716 596

役員賞与引当金 35 80

災害損失引当金 101 －

圧縮未決算特別勘定 379 －

その他 5,301 5,566

流動負債合計 21,890 23,434

固定負債   

社債 500 500

長期借入金 1,253 1,493

退職給付引当金 573 607

その他 2,843 2,870

固定負債合計 5,171 5,471

負債合計 27,061 28,906

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 16,410 16,111

自己株式 △11 △11

株主資本合計 24,671 24,372

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12 29

為替換算調整勘定 △18 △18

評価・換算差額等合計 △5 11

少数株主持分 3,167 3,101

純資産合計 27,832 27,484

負債純資産合計 54,894 56,390
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（２）四半期連結損益計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年５月31日) 

営業収益 66,175 68,950

営業原価 63,612 66,252

営業総利益 2,562 2,697

販売費及び一般管理費 1,813 1,751

営業利益 748 946

営業外収益   

受取利息 3 4

受取配当金 5 6

受取賃貸料 42 42

排ガス規制助成金 37 5

負ののれん償却額 10 7

デリバティブ評価益 － 119

その他 30 50

営業外収益合計 130 237

営業外費用   

支払利息 41 32

貸与設備諸費用 25 22

持分法による投資損失 165 99

その他 23 9

営業外費用合計 255 163

経常利益 623 1,020

特別利益   

固定資産売却益 19 24

投資有価証券売却益 － 284

国庫補助金 40 －

特別利益合計 59 309

特別損失   

固定資産除売却損 37 25

投資有価証券評価損 0 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 161

災害による損失 － 404

その他 1 3

特別損失合計 39 595

税金等調整前四半期純利益 643 734

法人税、住民税及び事業税 421 400

法人税等調整額 65 △38

法人税等合計 487 362

少数株主損益調整前四半期純利益 － 371

少数株主利益 137 92

四半期純利益 17 279
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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21年12月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年５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 643 734

減価償却費 1,417 1,426

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 1

賞与引当金の増減額（△は減少） 84 120

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15 △34

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25 △45

災害損失引当金の増減額（△は減少） － 101

受取利息及び受取配当金 △8 △11

支払利息 41 32

持分法による投資損益（△は益） 165 99

投資有価証券売却損益（△は益） － △284

投資有価証券評価損益（△は益） 0 －

有形固定資産売却損益（△は益） △16 △23

有形固定資産除却損 34 24

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 161

ゴルフ会員権評価損 1 －

売上債権の増減額（△は増加） 298 965

たな卸資産の増減額（△は増加） 35 △2

仕入債務の増減額（△は減少） △63 △167

長期未払金の増減額（△は減少） △29 △57

その他 △172 675

小計 2,389 3,715

利息及び配当金の受取額 13 16

利息の支払額 △41 △31

法人税等の支払額 △244 △566

法人税等の還付額 37 12

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,154 3,147

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 △1,258 △1,337

有形固定資産の売却による収入 20 41

無形固定資産の取得による支出 △13 △50

投資有価証券の取得による支出 △63 △6

投資有価証券の売却による収入 － 93

貸付けによる支出 △229 △13

貸付金の回収による収入 29 93

その他 20 △46

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,344 △1,224
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年５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） 60 △1,350

長期借入金の返済による支出 △434 △372

割賦債務の返済による支出 △3 △2

リース債務の返済による支出 △67 △158

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △101 △101

少数株主への配当金の支払額 △24 △29

財務活動によるキャッシュ・フロー △571 △2,014

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 233 △91

現金及び現金同等物の期首残高 1,977 2,636

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,210 2,544
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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２四半期連結累計期間（自平成21年12月１日 至平成22年５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  

  

〔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12月１日 至平成22年５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。 

  

〔海外売上高〕 

前第２四半期連結累計期間（自平成21年12月１日 至平成22年５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。 

  

〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要  

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定およ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いるものであります。   

当社グループは、保管、荷役（入出庫）、運送、情報処理などの総合的な物流サービスを提供することを主た

る業務としており、事業の種類、性質に応じて「倉庫事業」、「運送事業」、「関連事業」を報告セグメント

としております。   

「倉庫事業」は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を行っております。「運送事業」は

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、配送の運送取扱を行っております。「関連事

業」は燃料、車両、食料品、日用雑貨品等の販売および車両整備を行っております。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
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 
 10,111  49,446  6,617  66,175  －  66,175

(2）セグメント間の内部営業

収益又は振替高 
 136  178  533  848 (848)  －

計  10,248  49,624  7,151  67,024 (848)  66,175

営業利益又は営業損失（△）  △446  1,016  153  723  24  748
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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 

当第２四半期連結累計期間（自平成22年12月１日 至平成23年５月31日） 

（単位：百万円）

    （注）１．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去額であります。 

      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。  

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。  

  

（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）および「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。 

  

  

   

報告セグメント
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 倉庫事業 運送事業 関連事業 計

営業収益                                    

外部顧客への営業収益  10,149  51,919  6,881  68,950  －  68,950

セグメント間の内部営業収益

又は振替高 
 117  234  445  796 (796)  －

計  10,266  52,153  7,327  69,747 (796)  68,950

セグメント利益又は損失（△）  △568  1,369  130  931  14  946

（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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