
  

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

   ２．25年3月期（予想）配当金の内訳：第２四半期末 普通配当14円00銭 記念配当1円00銭  期末 普通配当14円00銭 記念配当1円00銭 
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四半期報告書提出予定日  平成24年８月９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     

  （百万円未満切捨て）

（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 ％

25年３月期第１四半期  8,991  5.7  510 △31.2  523  △32.5  300 △34.9

24年３月期第１四半期  8,507  3.7  742  35.9  776  26.1  462  124.7

（注）包括利益 25年３月期第１四半期 279百万円（ ％） △43.9   24年３月期第１四半期 498百万円 （ ％） 141.5

  
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

25年３月期第１四半期  28.84 －

24年３月期第１四半期  44.30 －

  総資産 純資産 自己資本比率

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第１四半期  34,057  16,832  48.5

24年３月期  34,646  16,701  47.3

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 16,500百万円   24年３月期 16,370百万円 

  
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 
24年３月期  － 14.00 － 14.00  28.00

25年３月期  －     
25年３月期（予想）   15.00 － 15.00  30.00

（注）１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期（累計）  17,800  2.5  790 △37.5  810 △38.1  460  △46.9  44.10

通期  36,000  3.3  1,640 △29.5  1,630 △32.7  970  △30.9  92.99

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。 

    詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の 
    見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。  
  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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        ： 有

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） 25年３月期１Ｑ 10,438,000株 24年３月期 10,438,000株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 6,285株 24年３月期 6,285株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 10,431,715株 24年３月期１Ｑ 10,431,715株

 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財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。

 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、当社が入手している情報及び合理性であると判断す

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等は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「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１四半期連結累計期間における日本経済は、東日本大震災の復興需要等により、緩やかながら回復の兆しが

見られました。しかしながら、欧州の債務問題に起因した円高の進行や電力供給不安など、先行き不透明な状況 

で推移いたしました。 

 また、当社グループが主軸を置く低温食品物流業界の動向につきましても、物流業者間の価格競争による受託料

金の抑制に加え、電力料金の段階的な値上げなど厳しい経営環境で推移しました。 

 このような環境のなか、当第１四半期の営業収益におきましては、平成24年３月に増築棟が稼働を開始した中部

支店（愛知県小牧市）の安定稼働や加工営業部門における取扱物量の増加、関東圏の冷蔵倉庫における取扱物量の

増加などにより、増収を確保することができました。 

 一方、利益につきましては、東京支店の安定稼働に向けた外注費や人件費の増加、新設支店の稼働に伴うリース

資産の減価償却費の増加により、営業利益、経常利益とも前年同期比で減益となりました。当期純利益につきまし

ては、保有有価証券の減損による評価損の計上などにより、前年同期比で減益となりました。 

 以上の結果、当連結会計年度の営業収益は89億９千１百万円（前年同期比5.7％増）、営業利益は５億１千万円 

（前年同期比31.2％減）、経常利益は５億２千３百万円（前年同期比32.5％減）、四半期純利益は３億円（前年同

期比34.9％減）となりました。  

  

 事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。 

①ＤＣ事業（保管在庫型物流事業） 

 中部支店増築棟の稼働や、関東圏を中心とした既存寄託者の稼働増など、低温食品を中心とした共同配送が堅調

に推移したことなどにより、営業収益は66億３千６百万円（前年同期比7.8％増）となりました。営業利益につき 

ましては、外注費ならびに人件費の増加により８億５百万円（前年同期比16.9％減）となりました。 

②ＴＣ事業（通過型センター事業） 

 営業収益は前年同期並みの物量の確保により20億７千３百万円（前年同期比0.3％減）となりました。営業利益 

につきましては、業務費の抑制等により１億７千７百万円（前年同期比11.4％増）となりました。  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  資産、負債および純資産の状態につきましては、資産の部において、現預金の減少や繰延税金資産の減少などに

より、当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、340億５千７百万円(前連結会計年度末比５億８千８百万円減) 

となりました。負債の部においては、未払法人税等などの減少により、172億２千４百万円（前連結会計年度末比 

７億２千万円減）となりました。 

 純資産の部は、利益剰余金の増加などにより、168億３千２百万円（前連結会計年度末比１億３千１百万円増） 

となりました。 

 以上の結果、自己資本比率は48.5％（前連結会計年度末比1.2ポイント増）となりました。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成25年３月期の第２四半期連結累計期間および通期の業績予想につきましては、直近の連結業績予想（平成24

年５月11日公表）に対し、営業収益は概ね計画通りの進捗となっております。また、営業利益、経常利益ならびに

当期（四半期）純利益につきましては、通期の連結業績予想に対する進捗率は約３割の進捗となっておりますが、

当第２四半期以降におきまして、新拠点の立ち上げ費用等の増加などの要因により、利益の伸長の鈍化を見込んで

おります。 

 したがいまして、第２四半期連結累計期間ならびに通期の連結業績予想につきましては、当初公表数値の修正は

行わないことといたします。なお、業績予想につきましては、当社グループを取り巻く経営環境等の変化により今

後修正の必要が生じた場合は、適時・適切に開示を行います。  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

（減価償却方法の変更）  

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以 

 後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。   

   この減価償却方法の変更による影響は軽微であります。 

   

 該当事項はありません。   

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,488,243 2,119,444

営業未収入金 4,132,128 4,155,159

有価証券 700,308 700,446

繰延税金資産 198,644 86,502

その他 291,444 339,186

貸倒引当金 △440 △473

流動資産合計 7,810,329 7,400,265

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,885,993 7,784,339

機械装置及び運搬具（純額） 1,501,665 1,477,610

土地 8,019,511 8,019,511

リース資産（純額） 6,412,660 6,414,198

建設仮勘定 12,647 12,647

その他（純額） 10,128 9,629

有形固定資産合計 23,842,606 23,717,936

無形固定資産 163,791 151,143

投資その他の資産   

投資有価証券 1,198,696 1,155,227

長期貸付金 620,000 612,500

繰延税金資産 400,925 420,551

その他 622,377 624,496

貸倒引当金 △12,307 △24,613

投資その他の資産合計 2,829,692 2,788,162

固定資産合計 26,836,090 26,657,241

資産合計 34,646,420 34,057,507



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 2,330,854 2,308,190

短期借入金 576,000 576,000

1年内償還予定の社債 124,000 124,000

リース債務 809,809 831,063

未払法人税等 644,090 109,644

賞与引当金 241,367 82,685

役員賞与引当金 28,200 6,875

設備関係支払手形 1,098,699 883,012

その他 1,887,921 2,146,317

流動負債合計 7,740,942 7,067,787

固定負債   

社債 1,116,000 1,116,000

長期借入金 1,134,000 1,134,000

リース債務 6,027,685 6,008,236

退職給付引当金 915,520 940,713

役員退職慰労引当金 148,350 1,085

再評価に係る繰延税金負債 469,711 469,711

その他 393,056 487,072

固定負債合計 10,204,324 10,156,820

負債合計 17,945,267 17,224,608

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,217,560 1,217,560

資本剰余金 1,392,060 1,392,060

利益剰余金 14,157,073 14,311,870

自己株式 △5,204 △5,204

株主資本合計 16,761,489 16,916,286

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △5,534 △30,625

土地再評価差額金 △385,039 △385,039

その他の包括利益累計額合計 △390,573 △415,664

少数株主持分 330,237 332,277

純資産合計 16,701,152 16,832,899

負債純資産合計 34,646,420 34,057,507



（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

営業収益 8,507,310 8,991,910

営業原価 7,331,265 7,957,734

営業総利益 1,176,044 1,034,176

販売費及び一般管理費 433,295 523,431

営業利益 742,749 510,744

営業外収益   

受取利息 4,395 4,387

受取配当金 14,858 13,994

持分法による投資利益 10,679 8,601

その他 34,826 27,267

営業外収益合計 64,759 54,250

営業外費用   

支払利息 29,319 39,863

その他 1,893 1,159

営業外費用合計 31,212 41,023

経常利益 776,297 523,971

特別利益   

固定資産売却益 311 285

特別利益合計 311 285

特別損失   

固定資産除売却損 10 6,074

投資有価証券評価損 － 17,040

特別損失合計 10 23,114

税金等調整前四半期純利益 776,598 501,141

法人税、住民税及び事業税 230,383 97,145

法人税等調整額 80,319 99,015

法人税等合計 310,702 196,160

少数株主損益調整前四半期純利益 465,895 304,981

少数株主利益 3,723 4,139

四半期純利益 462,171 300,841

少数株主利益 3,723 4,139

少数株主損益調整前四半期純利益 465,895 304,981

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 32,739 △25,020

持分法適用会社に対する持分相当額 1 △69

その他の包括利益合計 32,741 △25,090

四半期包括利益 498,636 279,890

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 494,912 275,750

少数株主に係る四半期包括利益 3,723 4,139



 該当事項はありません。   

   

   

  （セグメント情報） 

    Ⅰ．前第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年６月30日） 

     １．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 

                                          （単位：千円） 

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、警備業等を含んで 

   おります。 

  

     ２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額 

       及び当該差額の主な内容 

                                  （単位：千円） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

   
報告セグメント 

その他（注） 合計 
ＤＣ事業 ＴＣ事業 計 

 営業収益 

 ①外部顧客に 

  対する営業収益 

 6,148,892  2,069,500  8,218,392  288,917  8,507,310

 ②セグメント間の 

  内部営業収益 

  又は振替高 

 9,095  11,335  20,430  －  20,430

計  6,157,987  2,080,836  8,238,823  288,917  8,527,740

セグメント利益  968,620  159,027  1,127,647  48,397  1,176,044

利益 金額 

 報告セグメント計  1,127,647

 「その他」の区分の利益  48,397

 全社費用（注）  △433,295

 四半期連結損益及び 

 包括利益計算書の営業利益 
 742,749



    Ⅱ．当第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年６月30日） 

     １．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 

                                          （単位：千円） 

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、警備業等を含んで 

   おります。 

  

     ２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額 

       及び当該差額の主な内容 

                                  （単位：千円） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。 

  

   

 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

   
報告セグメント 

その他（注） 合計 
ＤＣ事業 ＴＣ事業 計 

 営業収益 

 ①外部顧客に 

  対する営業収益 

 6,631,924  2,060,742  8,692,666  299,243  8,991,910

 ②セグメント間の 

  内部営業収益 

  又は振替高 

 4,952  12,842  17,795  －  17,795

計  6,636,877  2,073,585  8,710,462  299,243  9,009,705

セグメント利益  805,380  177,127  982,508  51,668  1,034,176

利益 金額 

 報告セグメント計  982,508

 「その他」の区分の利益  51,668

 全社費用（注）  △523,431

 四半期連結損益及び 

 包括利益計算書の営業利益 
 510,744

（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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