
平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年8月5日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 カンダホールディングス株式会社 上場取引所 東 
コード番号 9059 URL http://www.kanda-web.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 勝又 一俊
問合せ先責任者 （役職名） 専務取締役管理本部長 （氏名） 原島 藤壽 TEL 03-3265-1841
四半期報告書提出予定日 平成23年8月12日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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）

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 ％

24年3月期第1四半期 6,379 7.7 359 30.6 350 25.4 191 161.1
23年3月期第1四半期 5,921 △6.8 275 △29.4 279 △24.9 73 △60.9

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 197百万円 （95.3％） 23年3月期第1四半期 101百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 17.75 ―
23年3月期第1四半期 6.80 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 30,335 11,461 37.5
23年3月期 30,287 11,328 37.1
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  11,376百万円 23年3月期  11,244百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
    連結業績予想の修正については、本日（平成23年８月５日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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

第2四半期(累計) 12,500 7.9 580 17.4 550 11.9 275 38.6 25.55
通期 25,000 7.8 1,060 25.7 1,000 25.3 500 48.6 46.45



(1) 当四半期連結累計期間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) 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）詳細につきましては、四半期決算短信（添付資料）３ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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終了しておりません。 

※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って異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項については、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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 11,654,360 株 23年3月期 11,654,360 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 890,413 株 23年3月期 890,214 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 10,764,067 株 23年3月期1Q 10,765,133 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響によるサプ

ライチェーンの混乱や原発事故による電力不足懸念等を主因に、個人消費や企業の生産活動が大きく落ち込んだの

に加え、円高や原材料価格の高騰等もあり、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 物流業界におきましては、取扱量の減少、燃料価格の高騰、環境対策や安全規制の強化をはじめとする様々なコ

ストの増加等、取巻く経営環境は厳しい状況が続きました。 

 このような状況の中で、当社グループは主力業務である物流センター業務代行、流通加工業務に注力し新規顧客

の獲得に向け努力してまいりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間は、平成23年２月に株式会社ペガサスパーセルサービスより譲受けた国

際宅配便等の事業がフルに寄与したこと、震災復旧に伴う日用品関連等の取扱いが増加したこと等により、営業収

益は63億79百万円（前年同四半期比7.7％増）、営業利益は３億59百万円（前年同四半期比30.6％増）、経常利益

は３億50百万円（前年同四半期比25.4％増）、四半期純利益は１億91百万円（前年同四半期比161.1％）となりま

した。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（流動資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、76億77百万円（前連結会計年度末は74億35百万円）と

なり、２億41百万円増加しました。現金及び預金の増加３億11百万円、受取手形及び営業未収金の減少41百万円が

主な要因です。 

（固定資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、226億58百万円（前連結会計年度末は228億51百万円）

となり、１億93百万円減少しました。 

（流動負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、139億92百万円（前連結会計年度末は138億48百万円）

となり、１億44百万円増加しました。預り金の増加１億15百万円が主な要因です。 

（固定負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、48億81百万円（前連結会計年度末は51億10百万円）と

なり、２億29百万円減少しました。長期借入金の減少１億82百万円が主な要因です。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、114億61百万円（前連結会計年度末は113億28百万円）と

なり、１億32百万円増加しました。利益剰余金が１億26百万円増加したことが主な要因です。 

 この結果、自己資本比率は0.4ポイント上昇し、37.5％となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期第２四半期累計期間の業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表いたしました数値を修

正しております。詳細につきましては、平成23年８月５日に別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知

らせ」をご参照ください。 

 なお、業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、様々な不確定

要素や今後の業況等により、実際の業績とは異なる場合があります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整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、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。  

     なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

（４）追加情報 

 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

  当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正により、「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しておりま

す。  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,520,508 1,831,650

受託現金 2,687,120 2,777,526

受取手形及び営業未収金 2,705,849 2,663,883

商品 3,374 4,737

貯蔵品 14,189 16,307

その他 511,889 389,836

貸倒引当金 △6,985 △6,762

流動資産合計 7,435,945 7,677,179

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,038,045 6,921,230

土地 12,593,993 12,593,993

その他（純額） 1,367,787 1,302,708

有形固定資産合計 20,999,826 20,817,932

無形固定資産 509,578 500,806

投資その他の資産 1,342,337 1,339,347

固定資産合計 22,851,742 22,658,086

資産合計 30,287,688 30,335,266

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 1,437,460 1,377,053

短期借入金 8,403,064 8,228,354

未払法人税等 123,494 146,561

預り金 2,736,108 2,851,456

賞与引当金 200,127 97,693

災害損失引当金 22,661 21,161

その他 925,241 1,270,268

流動負債合計 13,848,156 13,992,547

固定負債   

長期借入金 3,112,150 2,929,699

退職給付引当金 737,254 751,436

役員退職慰労引当金 391,050 374,558

資産除去債務 24,502 24,630

その他 845,909 800,994

固定負債合計 5,110,866 4,881,318

負債合計 18,959,022 18,873,866
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,772,784 1,772,784

資本剰余金 1,628,008 1,628,008

利益剰余金 8,152,227 8,278,738

自己株式 △330,328 △330,395

株主資本合計 11,222,691 11,349,135

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 28,960 32,412

繰延ヘッジ損益 △6,665 △4,843

その他の包括利益累計額合計 22,294 27,568

少数株主持分 83,679 84,695

純資産合計 11,328,665 11,461,399

負債純資産合計 30,287,688 30,335,266
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

営業収益 5,921,346 6,379,165

営業原価 5,320,535 5,653,877

営業総利益 600,811 725,287

販売費及び一般管理費   

役員報酬 69,069 86,253

給料及び手当 94,166 95,395

賞与引当金繰入額 13,762 11,199

退職給付費用 2,720 4,925

役員退職慰労引当金繰入額 6,157 5,935

その他 139,834 162,200

販売費及び一般管理費合計 325,710 365,908

営業利益 275,100 359,379

営業外収益   

受取利息 1,130 861

受取配当金 16,108 13,304

その他 20,156 10,043

営業外収益合計 37,394 24,209

営業外費用   

支払利息 31,775 31,896

その他 1,029 834

営業外費用合計 32,804 32,730

経常利益 279,690 350,858

特別利益   

固定資産売却益 999 2,792

その他 65 －

特別利益合計 1,065 2,792

特別損失   

固定資産除売却損 1,454 1,192

投資有価証券評価損 88,293 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 18,735 －

その他 100 －

特別損失合計 108,583 1,192

税金等調整前四半期純利益 172,172 352,459

法人税等 97,637 160,167

少数株主損益調整前四半期純利益 74,534 192,292

少数株主利益 1,357 1,196

四半期純利益 73,176 191,095
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 74,534 192,292

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 25,556 3,466

繰延ヘッジ損益 1,086 1,821

その他の包括利益合計 26,643 5,287

四半期包括利益 101,178 197,580

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 99,820 196,369

少数株主に係る四半期包括利益 1,357 1,210
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 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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