
  １．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９月30日） 
  
  （２）連結財政状態 
  ２．配当の状況 
    ３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日） 
    

平成平成平成平成26262626年年年年３３３３月期月期月期月期        第第第第２２２２四半期決算短信四半期決算短信四半期決算短信四半期決算短信〔〔〔〔日本基準日本基準日本基準日本基準〕（〕（〕（〕（連結連結連結連結））））         平成25年11月８日上場会社名 名糖運輸株式会社       上場取引所  東 コード番号 9047 ＵＲＬ  http://www.meiun.co.jp 代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）中西  広明 問合せ先責任者 （役職名） 取締役経理部長 （氏名）武藤  彰宏 ＴＥＬ  0422－54－8803 四半期報告書提出予定日 平成25年11月11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      ： 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 ％ 26年３月期第２四半期  24,747  7.5  707  △2.1  812  △1.5  484  △11.125年３月期第２四半期  23,016  △2.8  722  △9.8  824  △2.1  545  12.9（注）包括利益 26年３月期第２四半期 520百万円 （ ％） △5.6   25年３月期第２四半期 551百万円 （ ％） 16.9  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 26年３月期第２四半期  45.19  －25年３月期第２四半期  50.85  －  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 26年３月期第２四半期  28,287  11,898  42.1  1,108.9325年３月期  27,874  11,538  41.4  1,075.40（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 11,898百万円   25年３月期 11,538百万円   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 25年３月期  －  0.00  －  15.00  15.0026年３月期  －  0.00       26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  46,000  2.3  700  4.9  750  △4.8  350  △29.4  32.62（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         （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、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予想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については、添付資料Ｐ３「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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） 26年３月期２Ｑ 11,000,000株 25年３月期 11,000,000株 ②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 270,246株 25年３月期 270,246株 ③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 10,729,754株 25年３月期２Ｑ 10,729,795株 
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（１）経営成績に関する説明  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権での経済対策や円安による輸出環境の改善などを背景に景気回復に向けた兆しがみられたものの、消費税増税への動きや電気料金の値上げ、原材料価格の上昇などにより、企業収益や個人消費への影響は限定的で依然として先行きが不透明な状況が続いております。   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、食品メーカーの原材料輸入価格の上昇に伴う食品の価格転嫁による消費者の節約志向が継続する中、８月に入り前年を上回る平均気温で推移したことから飲料を主として取扱い物量が大幅に増加いたしました。   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「構造改革 一人一人の集大成」を掲げ、安全確保と高品質な物流を基本として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、ＣＳＲ活動を通じて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。  営業収益におきましては、大手食品会社の新規業務開始、既存食品メーカーの業務拡大、気温上昇に伴う物量の増加及びコンビニエンスストア事業の拡大などにより増収となりました。また、営業利益、経常利益及び四半期純利益におきましては、繁忙期の過剰コストの影響で営業原価が増加し営業総利益が減少したことにより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247億47百万円（前年同期比7.5％増）と前年同期と比較して17億30百万円の増収、営業利益は７億７百万円（同2.1％減）、経常利益は８億12百万円（同1.5％減）、四半期純利益は４億84百万円（同11.1％減）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は省略しております。  （２）財政状態に関する説明 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４億12百万円増加し282億87百万円となりました。このうち流動資産につきましては、営業未収金が２億３百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ２億58百万円減少し83億55百万円となりました。また、固定資産につきましては、前連結会計年度末に比べ６億70百万円増加し199億31百万円となりました。  負債につきましては、前連結会計年度末に比べ52百万円増加し163億88百万円となりました。流動負債につきましては、営業未払金が１億85百万円、未払法人税等が１億53百万円増加いたしましたが、未払費用が71百万円、賞与引当金が27百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ１億61百万円増加し88億59百万円となりました。また、固定負債につきましては、前連結会計年度末に比べ１億８百万円減少し75億29百万円となりました。  純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ３億59百万円増加し、118億98百万円となり、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26百万円減少し24億77百万円となりました。  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13億39百万円（前年同期は５億84百万円の獲得）となりました。  これは主に、税金等調整前四半期純利益８億12百万円（前年同期は８億64百万円）、減価償却費６億70百万円（前年同期は６億34百万円）の計上、退職給付引当金の増加69百万円（前年同期は23百万円の増加）、売上債権の減少２億３百万円（前年同期は８億84百万円の増加）、仕入債務の増加１億85百万円（前年同期は１億56百万円の増加）などの増加要因があったことや、法人税等の支払２億12百万円（前年同期は64百万円）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６億33百万円（前年同期は２億68百万円の使用）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６億26百万円（前年同期は３億76百万円）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62百万円（前年同期は83百万円）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７億44百万円（前年同期は３億54百万円の使用）となりました。  これは主に、借入金の返済及び配当金の支払いによるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

42.1
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明  当第２四半期連結累計期間の業績が概ね想定した範囲で推移しているため、平成26年３月期通期の連結業績予想につきましては、平成25年５月10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。   
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25年３月31日) 当第２四半期連結会計期間 (平成25年９月30日) 資産の部   流動資産   現金及び預金 2,516,765 2,477,802 営業未収金 5,468,096 5,264,506 原材料及び貯蔵品 24,381 26,798 繰延税金資産 283,971 280,738 前払費用 200,790 230,436 その他 119,938 75,277 流動資産合計 8,613,943 8,355,560 固定資産   有形固定資産   機械装置及び運搬具（純額） 991,295 1,317,128 建物及び構築物（純額） 6,933,407 6,762,685 土地 5,230,090 5,230,090 その他（純額） 756,562 1,162,988 有形固定資産合計 13,911,356 14,472,893 無形固定資産 238,299 229,113 投資その他の資産   投資有価証券 1,507,663 1,597,568 繰延税金資産 1,494,393 1,520,052 敷金及び保証金 1,286,895 1,320,641 その他 822,102 791,274 投資その他の資産合計 5,111,055 5,229,536 固定資産合計 19,260,711 19,931,543 資産合計 27,874,654 28,287,104 
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（単位：千円）前連結会計年度 (平成25年３月31日) 当第２四半期連結会計期間 (平成25年９月30日) 負債の部   流動負債   営業未払金 1,806,877 1,991,998 短期借入金 2,784,000 2,778,000 1年内返済予定の長期借入金 1,054,215 1,055,510 未払費用 1,301,925 1,230,846 未払法人税等 207,027 360,876 賞与引当金 528,636 501,549 役員賞与引当金 26,768 22,451 その他 988,349 918,232 流動負債合計 8,697,799 8,859,464 固定負債   長期借入金 2,644,732 2,207,552 退職給付引当金 3,572,104 3,641,209 資産除去債務 447,963 452,695 その他 973,229 1,227,586 固定負債合計 7,638,030 7,529,043 負債合計 16,335,829 16,388,508 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 7,886,893 8,210,839 自己株式 △309,635 △309,635 株主資本合計 11,622,587 11,946,533 その他の包括利益累計額   その他有価証券評価差額金 △83,763 △47,937 その他の包括利益累計額合計 △83,763 △47,937 純資産合計 11,538,824 11,898,595 負債純資産合計 27,874,654 28,287,104 
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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24年４月１日  至 平成24年９月30日) 当第２四半期連結累計期間 (自 平成25年４月１日  至 平成25年９月30日) 営業収益 23,016,808 24,747,325 営業原価 21,537,712 23,319,639 営業総利益 1,479,096 1,427,685 販売費及び一般管理費 756,393 720,453 営業利益 722,702 707,231 営業外収益   受取利息 3,835 2,914 受取配当金 11,753 12,824 固定資産売却益 － 46,805 持分法による投資利益 47,046 47,305 その他 109,363 48,427 営業外収益合計 171,999 158,277 営業外費用   支払利息 46,941 48,289 支払手数料 16,833 － その他 6,287 4,968 営業外費用合計 70,061 53,257 経常利益 824,640 812,251 特別利益   固定資産売却益 43,056 － 特別利益合計 43,056 － 特別損失   固定資産除売却損 302 － ゴルフ会員権評価損 1,500 － 割増退職金 896 － 特別損失合計 2,699 － 税金等調整前四半期純利益 864,998 812,251 法人税、住民税及び事業税 275,575 352,969 法人税等調整額 43,776 △25,609 法人税等合計 319,351 327,359 少数株主損益調整前四半期純利益 545,646 484,892 四半期純利益 545,646 484,892 
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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24年４月１日  至 平成24年９月30日) 当第２四半期連結累計期間 (自 平成25年４月１日  至 平成25年９月30日) 少数株主損益調整前四半期純利益 545,646 484,892 その他の包括利益   その他有価証券評価差額金 6,797 31,538 持分法適用会社に対する持分相当額 △590 4,286 その他の包括利益合計 6,207 35,825 四半期包括利益 551,854 520,717 （内訳）   親会社株主に係る四半期包括利益 551,854 520,717 少数株主に係る四半期包括利益 － － 

- 7 -

名糖運輸㈱　（9047）　平成26年３月期　第２四半期決算短信



（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24年４月１日  至 平成24年９月30日) 当第２四半期連結累計期間 (自 平成25年４月１日  至 平成25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 864,998 812,251 減価償却費 634,969 670,918 建設協力金償却 29,644 29,644 有形固定資産除売却損益（△は益） △42,754 △45,230 ゴルフ会員権評価損 1,500 － 貸倒引当金の増減額（△は減少） △41 － 退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,693 69,104 賞与引当金の増減額（△は減少） △48,181 △27,087 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25,814 △4,317 受取利息及び受取配当金 △15,589 △15,739 支払利息 46,941 48,289 持分法による投資損益（△は益） △47,046 △47,305 売上債権の増減額（△は増加） △884,436 203,589 たな卸資産の増減額（△は増加） 2,991 △2,416 仕入債務の増減額（△は減少） 156,345 185,121 未払消費税等の増減額（△は減少） 43,908 △87,076 割増退職金 896 － その他 △58,150 △204,935 小計 683,873 1,584,809 利息及び配当金の受取額 13,675 14,339 利息の支払額 △47,472 △47,833 割増退職金の支払額 △896 － 法人税等の支払額 △64,666 △212,160 営業活動によるキャッシュ・フロー 584,513 1,339,154 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 △4,312 △4,489 有形固定資産の取得による支出 △376,626 △626,032 有形固定資産の売却による収入 83,106 62,239 無形固定資産の取得による支出 △13,866 △31,297 長期前払費用の支出額 △540 △1,794 貸付けによる支出 △13,650 △12,490 貸付金の回収による収入 12,433 10,266 その他の投資の取得支出 △10,170 △47,813 その他の投資の返戻収入 55,320 17,815 投資活動によるキャッシュ・フロー △268,305 △633,596 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 400,000 300,000 短期借入金の返済による支出 △735,000 △306,000 ファイナンス・リース債務の返済による支出 △99,779 △141,750 長期借入れによる収入 800,000 100,000 長期借入金の返済による支出 △559,048 △535,885 配当金の支払額 △160,742 △160,885 財務活動によるキャッシュ・フロー △354,569 △744,521 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △38,362 △38,963 現金及び現金同等物の期首残高 2,542,714 2,516,765 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,504,352 2,477,802 
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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。   
（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項（継続企業の前提に関する注記）（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）（セグメント情報等）
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