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（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 ％ 

24年３月期第３四半期  34,652  △3.4  857  △19.6  932  △16.4  311  0.6

23年３月期第３四半期  35,854  1.0  1,065  △7.4  1,114  △7.7  309  △51.8

（注）  包括利益 24年３月期第３四半期 281百万円 ( ％)9.6 23年３月期第３四半期 253百万円 ( ％)－

  
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  29.07  －

23年３月期第３四半期  28.89  －

  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  28,193  11,461  40.7

23年３月期  27,608  11,341  41.1

（参考）自己資本 24年３月期第３四半期 11,461百万円 23年３月期 11,341百万円 

  
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 

23年３月期  －  －  －  15.00  15.00

24年３月期  －  －  －     

24年３月期（予想）        15.00  15.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無 

  （％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  44,500  △4.2  500  △33.5  550  △31.9  100  －  9.32

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有 



４．その他 

  

  

（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きの対象外であり、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連結財務諸表のレビュー手続きは終了しております。 

  

※  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については、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： 無 

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 11,000,000株 23年３月期 11,000,000株 

②  期末自己株式数 24年３月期３Ｑ 270,205株 23年３月期 270,205株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期３Ｑ 10,729,795株 23年３月期３Ｑ 10,729,810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（平成23年４月１日～12月31日）におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興に

伴う、企業の生産活動や消費マインドの持ち直しにより、穏やかな回復の兆しが見られました。一方、電力供給不

足や原子力災害の影響に加え、歴史的な円高水準の長期化や欧州の財政不安、株価の低迷等により国内外ともに不

安要因が払拭されず、日本経済の先行きは不透明な状況で推移いたしました。  

 このような環境の中、当グループが主たる市場としておりますチルド食品物流業界は、電力不足及び放射性物質

の影響が日本国内全域に波及する様相をみせており、食品メーカーへの影響や個人消費の伸び悩みによる荷動きの

減少が続いており、厳しい状況が続いております。 

 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「顧客に届け 高い品質 満足度」を掲げ、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

てまいりました。 

  営業収益につきましては、仙台物流センターの被災による収入減を新たな物流網にてカバーしたものの、一部受

託業務の中止やコンビニエンスストア事業の再編等により減収となりました。また、営業利益及び経常利益につき

ましては、東日本大震災の影響による配送効率の悪化などによる営業原価率の増加により減益となりました。   

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は346億52百万円（前年同期比3.4％減）と前年同期と比較し

て12億1百万円の減収、営業利益は８億57百万円（同19.6％減）、経常利益は９億32百万円（同16.4％減）、四半

期純利益は３億11百万円（同0.6％増）となりました。 

 なお、当グループにおいては、物流事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しておりま

す。  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 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の総資産は、前連結会計年度末に比べ５億84百万円増加し281億93百万円となり 

 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８億95百万円増加し84億40百万円となりま

 した。これは主に受取手形及び営業未収金が増加したこと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３億11百万円減少し197億52百万円となりました。 

  負債につきましては、前連結会計年度末に比べ４億64百万円増加し167億32百万円となりました。流動負債に 

 つきましては、１年内返済予定の長期借入金が６億18百万円、賞与引当金が３億32百万円減少しましたが、短期

 借入金が12億45百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ６億18百万円増加し88億14百万円とな

 りました。また、固定負債につきましては、長期借入金が59百万円、訴訟損失引当金が98百万円減少したことな

 どにより、前連結会計年度末に比べ１億53百万円減少し79億17百万円となりました。 

  純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ１億20百万円増加し114億61百万円となり、自己資本比率 

 は40.7％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（平成23年４月１日～平成24年３月31日）につきましては、平成23年５月９

日に公表いたしました通期連結業績予想から修正を行っております。詳細につきましては、本日（平成24年２月９

日）発表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

  

    

（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 

  該当事項はありません。 

   

（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。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

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 2,577,007 2,502,527 

受取手形及び営業未収金 4,281,872 5,406,311 

原材料及び貯蔵品 26,340 23,274 

繰延税金資産 289,763 156,412 

前払費用 225,982 214,842 

その他 144,243 137,670 

貸倒引当金 △65 △42 

流動資産合計 7,545,144 8,440,996 

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 943,864 960,259 

建物及び構築物（純額） 7,202,835 7,042,365 

土地 5,225,610 5,230,090 

その他（純額） 1,017,170 1,086,914 

有形固定資産合計 14,389,481 14,319,629 

無形固定資産 340,647 302,816 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,351,855 1,373,292 

繰延税金資産 1,689,206 1,502,834 

敷金及び保証金 1,356,508 1,357,500 

その他 935,839 896,328 

貸倒引当金 △26 △0 

投資その他の資産合計 5,333,382 5,129,955 

固定資産合計 20,063,511 19,752,402 

資産合計 27,608,656 28,193,398 
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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) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 1,678,365 1,702,158 

短期借入金 2,196,000 3,441,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,620,324 1,001,521 

未払法人税等 164,589 90,073 

未払費用 1,169,807 1,320,519 

賞与引当金 564,010 231,085 

役員賞与引当金 49,183 35,736 

災害損失引当金 65,994 55,000 

その他 687,627 937,304 

流動負債合計 8,195,901 8,814,398 

固定負債   

長期借入金 2,937,588 2,877,844 

退職給付引当金 3,340,730 3,470,019 

訴訟損失引当金 98,464 － 

資産除去債務 430,589 437,104 

その他 1,264,316 1,132,828 

固定負債合計 8,071,687 7,917,795 

負債合計 16,267,589 16,732,194 

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 7,705,739 7,856,672 

自己株式 △309,611 △309,611 

株主資本合計 11,441,458 11,592,391 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △100,391 △131,186 

その他の包括利益累計額合計 △100,391 △131,186 

純資産合計 11,341,066 11,461,204 

負債純資産合計 27,608,656 28,193,398 
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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 35,854,242 34,652,600 

営業原価 33,531,530 32,599,227 

営業総利益 2,322,712 2,053,373 

販売費及び一般管理費 1,256,990 1,196,056 

営業利益 1,065,722 857,316 

営業外収益   

受取利息 7,928 6,369 

受取配当金 12,655 13,185 

持分法による投資利益 30,341 46,351 

その他 94,863 118,302 

営業外収益合計 145,790 184,207 

営業外費用   

支払利息 93,254 80,316 

その他 3,515 28,903 

営業外費用合計 96,770 109,220 

経常利益 1,114,742 932,303 

特別利益   

固定資産売却益 24,595 19,428 

貸倒引当金戻入額 5,485 － 

役員賞与引当金戻入額 5,036 － 

特別利益合計 35,117 19,428 

特別損失   

固定資産除売却損 7,536 4,295 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 209,011 － 

事業所閉鎖損失 － 46,276 

投資有価証券評価損 5,847 88 

ゴルフ会員権評価損 875 2,760 

訴訟損失引当金繰入額 3,640 13,061 

割増退職金 6,668 32,386 

災害による損失 － 4,452 

特別損失合計 233,579 103,321 

税金等調整前四半期純利益 916,280 848,410 

法人税、住民税及び事業税 485,057 211,363 

法人税等調整額 121,247 325,166 

法人税等合計 606,304 536,530 

少数株主損益調整前四半期純利益 309,976 311,880 

四半期純利益 309,976 311,880 
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（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 309,976 311,880 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △55,302 △30,821 

持分法適用会社に対する持分相当額 △702 25 

その他の包括利益合計 △56,004 △30,795 

四半期包括利益 253,971 281,084 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 253,971 281,084 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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 該当事項はありません。   

   

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

   

 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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