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

24年3月期第3四半期 19,219 10.9 1,085 72.7 1,062 74.5 551 136.9
23年3月期第3四半期 17,324 △8.4 628 △49.2 608 △48.0 232 △64.5

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 563百万円 （124.3％） 23年3月期第3四半期 251百万円 （―％）

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3四半期 51.20 ―
23年3月期第3四半期 21.61 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 31,507 11,762 37.0
23年3月期 30,287 11,328 37.1
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  11,671百万円 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 ― 6.00 ―
24年3月期（予想） 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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 25,000 7.8 1,250 48.3 1,200 50.3 640 90.2 59.46



(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3Q 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3Q 890,749 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3Q 10,763,834 株 23年3月期3Q 10,764,945 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、東日本大震災により影響を受けて混乱していたサプライチェ

ーンが徐々に回復し、個人消費や企業の生産活動の復旧等も一部で見受けられました。しかしながら、欧州の財政

不安や歴史的な円高によ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。 

 このような中、当第３四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

国際宅配便等の業績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192億19百万円（前年同期比10.9％増）、営業利益は10億85百万円（前年同期比72.7％増）、経常利益は10

億62百万円（前年同期比74.5％増）、四半期純利益は５億51百万円（前年同期比136.9％増）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３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、91億55百万円（前連結会計年度末は74億35百万円）と

なり、17億19百万円増加しました。現金及び預金の増加９億70百万円、受託現金の増加７億98百万円が主な要因で

す。 

（固定資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、223億52百万円（前連結会計年度末は228億51百万円）

となり、４億99百万円減少しました。機械、車両の取得２億85百万円、減価償却費８億52百万円が主な要因です。

（流動負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、151億68百万円（前連結会計年度末は138億48百万円）

となり、13億20百万円増加しました。主な要因は預り金の増加８億87百万円によるものであります。 

（固定負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、45億77百万円（前連結会計年度末は51億10百万円）と

なり、５億33百万円減少しました。長期借入金の減少５億39百万円が主な要因です。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、117億62百万円（前連結会計年度末は113億28百万円）と

なり、４億33百万円増加しました。利益剰余金が４億21百万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0.1ポイント下降し37.0％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月期の通期連結業績予想につきましては平成23年10月25日に公表しました業績予想に変更はありませ

ん。 

 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３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引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、税引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 

 第１四半期連結会計期間の期首以降に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,520,508 2,491,472

受託現金 2,687,120 3,485,515

受取手形及び営業未収金 2,705,849 2,821,721

商品 3,374 7,115

貯蔵品 14,189 17,702

その他 511,889 338,488

貸倒引当金 △6,985 △6,779

流動資産合計 7,435,945 9,155,236

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,038,045 6,691,552

土地 12,593,993 12,593,993

その他（純額） 1,367,787 1,272,349

有形固定資産合計 20,999,826 20,557,895

無形固定資産 509,578 489,309

投資その他の資産 1,342,337 1,305,403

固定資産合計 22,851,742 22,352,607

資産合計 30,287,688 31,507,843

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 1,437,460 1,482,920

短期借入金 8,403,064 8,478,754

未払法人税等 123,494 288,591

預り金 2,736,108 3,623,258

賞与引当金 200,127 67,687

災害損失引当金 22,661 12,959

その他 925,241 1,213,985

流動負債合計 13,848,156 15,168,156

固定負債   

長期借入金 3,112,150 2,572,197

退職給付引当金 737,254 778,677

役員退職慰労引当金 391,050 388,098

資産除去債務 24,502 24,887

その他 845,909 813,255

固定負債合計 5,110,866 4,577,116

負債合計 18,959,022 19,745,272
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31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 8,574,182

自己株式 △330,328 △330,512

株主資本合計 11,222,691 11,644,462

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 28,245

繰延ヘッジ損益 △6,665 △1,485

その他の包括利益累計額合計 22,294 26,759

少数株主持分 83,679 91,348

純資産合計 11,328,665 11,762,571

負債純資産合計 30,287,688 31,507,843

カンダホールディングス㈱（9059）平成24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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

営業収益 17,324,238 19,219,238

営業原価 15,711,895 17,051,390

営業総利益 1,612,343 2,167,848

販売費及び一般管理費   

役員報酬 225,415 239,991

給料及び手当 273,836 298,404

賞与引当金繰入額 5,912 6,493

退職給付費用 8,161 7,711

役員退職慰労引当金繰入額 18,808 19,475

その他 451,367 509,801

販売費及び一般管理費合計 983,503 1,081,877

営業利益 628,839 1,085,970

営業外収益   

受取利息 4,769 2,486

受取配当金 18,500 20,818

補助金収入 18,701 －

その他 36,423 45,878

営業外収益合計 78,394 69,182

営業外費用   

支払利息 95,092 89,123

その他 3,506 3,733

営業外費用合計 98,599 92,856

経常利益 608,635 1,062,296

特別利益   

固定資産売却益 3,377 8,284

その他 66 －

特別利益合計 3,443 8,284

特別損失   

固定資産除売却損 14,632 6,000

減損損失 13,693 －

投資有価証券評価損 129,877 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 18,735 －

その他 114 －

特別損失合計 177,054 6,000

税金等調整前四半期純利益 435,024 1,064,580

法人税等 199,565 505,378

少数株主損益調整前四半期純利益 235,458 559,202

少数株主利益 2,826 8,079

四半期純利益 232,632 551,122

カンダホールディングス㈱（9059）平成24年３月期　第３四半期決算短信

-　6　-



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 235,458 559,202

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 12,233 △704

繰延ヘッジ損益 3,634 5,179

その他の包括利益合計 15,867 4,475

四半期包括利益 251,326 563,677

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 248,499 555,587

少数株主に係る四半期包括利益 2,826 8,090
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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

カンダホールディングス㈱（9059）平成24年３月期　第３四半期決算短信

-　8　-


	uji.pdf
	短信本文



