
  

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 
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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      ： 有 （アナリスト向け） 

  （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２四半期  23,016  △2.8  722  △9.8  824  △2.1  545  12.9

24年３月期第２四半期  23,668  △1.4  801  △14.7  842  △12.6  483  97.0

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 551百万円 （ ％） 16.9   24年３月期第２四半期 472百万円 （ ％） 119.6

  
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２四半期  50.85  －

24年３月期第２四半期  45.05  －

  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 

25年３月期第２四半期  28,725  11,574  40.3       1,078 73

24年３月期  28,205  11,183  39.7         1,042 29

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 11,574百万円   24年３月期 11,183百万円 

  
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      －     0.00      －     15.00    15.00 

25年３月期       －      0.00       

25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）

  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 

通期  45,000  0.6  750  68.6  700  38.0  300 4,126.5         27 96

（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 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別するこ 

とが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料P３「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 

 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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

注意事項等については、添付資料P２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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        ： 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                        ： 有 

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２Ｑ 11,000,000株 24年３月期 11,000,000株 

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 270,205株 24年３月期 270,205株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 10,729,795株 24年３月期２Ｑ 10,729,795株 
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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、東日本大震災からの復興需要などもあり、国内需要は緩やか

に持ち直しているものの、長期化する円高やエネルギー問題等、景気の先行きは依然として不透明な状況でありま

す。 

 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、消費税引き上げ法案が可

決されたことや、電気料金の値上げ等もあり、消費者の生活防衛意識の一層の高まりにより、個人消費の伸び悩み

が継続し、依然として厳しい経営環境で推移しております。 

 こうした状況のもと、当グループは今年度スローガンとして「磨け品質 勝ち取れ信頼」を掲げ、安全確保と高

品質な物流を基本とし、品質マネジメントシステムを確実に運用し、「品質の名糖」の評価を更に高めるとともに

環境マネジメントシステムの運用により環境にも配慮した企業活動を展開し「CHILLED LINE MEITO」のブランド力

を向上させ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、大手食品会社の業務受託、既存食品メーカーの業務拡大があったものの、既存食品メ

ーカーの物量の減少やコンビニエンス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、労務費等の削減に努めましたが、前年同期を下回ることとなりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は230億16百万円（前年同期比2.8％減）と前年同期と比較し

て６億51百万円の減収、営業利益は７億22百万円（同9.8％減）、経常利益は８億24百万円（同2.1％減）、四半期

純利益は５億45百万円（同12.9％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 

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５億19百万円増加し287億25百万円となり

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６億60百万万円増加し91億68百万円となり

ました。これは主に営業未収金が８億84百万円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１億40百万円減少し195億57百万円となりました。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ１億29百万円増加し171億51百万円となりました。流動負債に

つきましては、営業未払金が１億56百万円、未払法人税等が１億89百万円増加いたしましたが、短期借入金が３

億35百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ41百万円増加し91億60百万円となりました。ま

た、固定負債につきましては、長期借入金が１億67百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ87

百万円増加し79億90百万円となりました。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ３億90百万円増加し、115億74百万円となり、自己資本比率

は ％となりました。 

②キャッシュフローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同期末に比べ６百

万円減少し25億4百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれぞれの要因は次のとおりであります。

（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５億84百万円（前年同期は８億63百万円の資金の獲得）となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益８億64百万円（前年同期は８億26百万円）、減価償却費６億34百万

円（前年同期は６億56百万円）の計上、退職給付引当金の増加23百万円（前年同期は65百万円）、仕入債務の

増加１億56百万円（前年同期は76百万円）、未払消費税等の増加43百万円（前年同期は64百万円）などの増加

要因があったことや、売上債権の増加８億84百万円（前年同期は５億68百万円）、法人税等の支払64百万円

（前年同期は１億63百万円）などの減少要因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２億68百万円（前年同期は５億76百万円の使用）となりました。 

 これは主に、車両運搬具等の有形固定資産の取得による支出３億76百万円（前年同期は５億52百万円）など

の減少要因、車両運搬具等の有形固定資産の売却による収入83百万円（前年同期は12百万円）などの増加要因

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３億54百万円（前年同期は３億52百万円の使用）となりました。 

 これは主に、借入金の返済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 

 平成25年３月期通期の連結業績予想につきましては、平成24年５月９日の決算発表時に公表した数値と変更はあ

りません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

40.3
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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 

 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 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 当グループは、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以降に新規取得した有

形固定資産については、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。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益はそれぞれ10百万円増加しております。 

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,542,714 2,504,352 

営業未収金 5,183,105 6,067,541 

原材料及び貯蔵品 26,488 23,496 

繰延税金資産 302,246 263,880 

前払費用 260,415 228,163 

その他 192,909 80,955 

貸倒引当金 △41 － 

流動資産合計 8,507,838 9,168,390 

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 972,955 1,037,377 

建物及び構築物（純額） 7,257,440 7,103,982 

土地 5,230,090 5,230,090 

その他（純額） 810,614 817,875 

有形固定資産合計 14,271,100 14,189,325 

無形固定資産 306,068 272,443 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,412,450 1,472,860 

繰延税金資産 1,498,712 1,489,559 

敷金及び保証金 1,323,453 1,286,451 

その他 886,110 846,614 

貸倒引当金 △0 － 

投資その他の資産合計 5,120,726 5,095,485 

固定資産合計 19,697,895 19,557,254 

資産合計 28,205,734 28,725,644 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 1,629,681 1,786,027 

短期借入金 3,664,000 3,329,000 

1年内返済予定の長期借入金 976,310 1,049,349 

未払法人税等 92,886 282,322 

未払費用 1,278,659 1,306,549 

賞与引当金 534,000 485,819 

役員賞与引当金 47,649 21,835 

その他 895,984 899,438 

流動負債合計 9,119,172 9,160,341 

固定負債   

長期借入金 2,836,813 3,004,726 

退職給付引当金 3,494,168 3,517,862 

資産除去債務 464,322 443,314 

その他 1,107,610 1,024,846 

固定負債合計 7,902,914 7,990,749 

負債合計 17,022,086 17,151,090 

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 7,551,890 7,936,590 

自己株式 △309,611 △309,611 

株主資本合計 11,287,609 11,672,308 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △103,961 △97,754 

その他の包括利益累計額合計 △103,961 △97,754 

純資産合計 11,183,647 11,574,554 

負債純資産合計 28,205,734 28,725,644 
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業収益 23,668,756 23,016,808 

営業原価 22,069,267 21,537,712 

営業総利益 1,599,489 1,479,096 

販売費及び一般管理費 798,180 756,393 

営業利益 801,308 722,702 

営業外収益   

受取利息 4,208 3,835 

受取配当金 12,008 11,753 

持分法による投資利益 29,013 47,046 

その他 75,448 109,363 

営業外収益合計 120,679 171,999 

営業外費用   

支払利息 55,619 46,941 

支払手数料 － 16,833 

その他 23,616 6,287 

営業外費用合計 79,236 70,061 

経常利益 842,751 824,640 

特別利益   

固定資産売却益 9,513 43,056 

特別利益合計 9,513 43,056 

特別損失   

固定資産除売却損 775 302 

投資有価証券評価損 88 － 

ゴルフ会員権評価損 － 1,500 

訴訟損失引当金繰入額 13,061 － 

割増退職金 6,988 896 

災害による損失 4,452 － 

特別損失合計 25,366 2,699 

税金等調整前四半期純利益 826,898 864,998 

法人税、住民税及び事業税 333,100 275,575 

法人税等調整額 10,377 43,776 

法人税等合計 343,478 319,351 

少数株主損益調整前四半期純利益 483,420 545,646 

四半期純利益 483,420 545,646 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 483,420 545,646 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △11,802 6,797 

持分法適用会社に対する持分相当額 475 △590 

その他の包括利益合計 △11,326 6,207 

四半期包括利益 472,093 551,854 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 472,093 551,854 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30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 826,898 864,998 

減価償却費 656,575 634,969 

建設協力金償却 29,644 29,644 

有形固定資産除売却損益（△は益） △8,738 △42,754 

ゴルフ会員権評価損 － 1,500 

投資有価証券評価損益（△は益） 88 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △54 △41 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 65,134 23,693 

賞与引当金の増減額（△は減少） △21,237 △48,181 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25,359 △25,814 

訴訟損失引当金繰入額 13,061 － 

災害による損失 4,452 － 

受取利息及び受取配当金 △16,216 △15,589 

支払利息 55,619 46,941 

持分法による投資損益（△は益） △29,013 △47,046 

売上債権の増減額（△は増加） △568,132 △884,436 

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,957 2,991 

仕入債務の増減額（△は減少） 76,509 156,345 

未払消費税等の増減額（△は減少） 64,431 43,908 

割増退職金 6,988 896 

その他 △31,791 △58,150 

小計 1,101,817 683,873 

利息及び配当金の受取額 13,757 13,675 

利息の支払額 △53,553 △47,472 

訴訟和解金の支払額 △24,276 － 

割増退職金の支払額 △6,988 △896 

災害による損失の支払額 △4,452 － 

法人税等の支払額 △163,260 △64,666 

営業活動によるキャッシュ・フロー 863,043 584,513 
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △4,633 △4,312 

投資有価証券の売却による収入 19,915 － 

有形固定資産の取得による支出 △552,450 △376,626 

有形固定資産の売却による収入 12,414 83,106 

無形固定資産の取得による支出 △28,498 △13,866 

長期前払費用の支出額 △1,703 △540 

貸付けによる支出 △6,580 △13,650 

貸付金の回収による収入 7,237 12,433 

その他の投資の取得支出 △37,871 △10,170 

その他の投資の返戻収入 15,222 55,320 

投資活動によるキャッシュ・フロー △576,948 △268,305 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 960,000 400,000 

短期借入金の返済による支出 △297,000 △735,000 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △94,156 △99,779 

長期借入れによる収入 350,000 800,000 

長期借入金の返済による支出 △1,113,051 △559,048 

配当金の支払額 △158,508 △160,742 

財務活動によるキャッシュ・フロー △352,716 △354,569 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △66,621 △38,362 

現金及び現金同等物の期首残高 2,577,007 2,542,714 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,510,386 2,504,352 
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 該当事項はありません。 

 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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

（７）重要な後発事象
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