
平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成25年11月11日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 センコン物流株式会社 上場取引所 東 
コード番号 9051 URL http://www.senkon.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役会長兼社長兼CEO （氏名） 久保田 晴夫
問合せ先責任者 （役職名） 取締役常務執行役員管理本部長 （氏名） 柴崎 敏明 TEL 022-382-6127
四半期報告書提出予定日 平成25年11月13日 配当支払開始予定日 平成25年12月6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

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 

  

(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 6,469 △7.0 83 △51.9 87 △46.1 63 △21.1
25年3月期第2四半期 6,952 21.2 174 △15.8 163 △12.6 80 25.7

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 84百万円 （21.1％） 25年3月期第2四半期 69百万円 （14.7％）

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 13.36 13.32
25年3月期第2四半期 16.90 ―

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 15,607 4,577 28.3 933.79
25年3月期 14,790 4,530 29.6 924.93
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  4,423百万円 25年3月期  4,381百万円

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

25年3月期 ― 5.00 ― 7.50 12.50
26年3月期 ― 5.00
26年3月期（予想） ― 7.50 12.50

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）  
（％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   

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 13,800 3.8 220 △8.7 180 △13.0 100 45.4 21.11



(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  

(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
四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※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当たっての注意事項等については、四半期決
算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご欄ください。 

※  注記事項

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 5,651,000 株 25年3月期 5,651,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 913,657 株 25年3月期 913,657 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 4,737,343 株 25年3月期2Q 4,746,573 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和策への期待感を

背景に円安・株高が定着し、企業収益や設備投資、消費動向に回復基調が見られたものの、円安による

原材料価格の上昇及び新興国の成長の減速懸念などにより、先行き不透明な状況が続きました。 

このような経営環境のなかで当社グループは、継続した３ＰＬ（企業物流の包括的受託）事業案件や

アウトソーシング案件の獲得に向けた取り組みと、顧客ニーズに対応したソリューション型の営業活動

及びＣＳ（顧客満足）活動の推進を図る一方、ロシア極東地域等における商物一体物流サービスの事業

伸張に努めてまいりました。また、４月から新規事業として宮城県内の当社物流倉庫２拠点（大崎市・

黒川郡大和町）の屋根に設置した太陽光発電事業が売電を開始し、６月には乗用車販売事業において事

業拡大のため埼玉県飯能市に「東飯能店」を新規オープンさせました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は、運送事業及び倉庫事業とも前年同期比ほぼ横ば

いで推移しましたが、乗用車販売事業において昨秋に終了したエコカー補助金制度の反動による新車販

売台数が減少したことにより、6,469百万円（対前年同期比93.0％）となりました。利益面におきまし

ては、運送事業において燃料単価の高止まりなどによる収受率の低下と車輌メンテナンス費用等の増

加、倉庫事業においては新設した物流機器の減価償却費の増加、乗用車販売事業では減収の影響と新店

舗オープンに伴なう人件費及び広告宣伝等の費用が先行したことなどにより営業利益は83百万円（対前

年同期比48.1％）、経常利益は、太陽光発電事業の補助金収入を計上したことなどにより87百万円（対

前年同期比53.9％）、四半期純利益は63百万円（対前年同期比78.9％）となりました。 

  

（資産） 

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て5.5％増加し、15,607百万円と

なりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べて3.7％増加し、4,665百万円となりました。これ

は、商品が139百万円増加したことなどによります。固定資産は、前連結会計年度末に比べて6.3％増加

し、10,942百万円となりました。これは、有形固定資産が662百万円増加したことなどによります。 

（負債）  

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて7.5％増加し、11,029百万円

となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べて11.3％増加し、5,552百万円となりました。こ

れは、短期借入金が590百万円増加したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて

3.9％増加し、5,476百万円となりました。これは、長期借入金が151百万円増加したことなどによりま

す。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.1％増加し、4,577百万円

となりました。これは、利益剰余金が27百万円増加したことなどによります。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明
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通期の業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間における業績の進捗状況等を勘案し、平

成25年５月15日付「平成25年３月期決算短信」にて公表しました通期業績予想を修正しております。詳

細は平成25年11月６日付にて別途開示しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 1,760,338 1,653,526

受取手形及び営業未収入金 1,552,551 1,508,203

商品 708,067 847,401

貯蔵品 12,902 16,657

その他 509,968 681,703

貸倒引当金 △47,032 △42,441

流動資産合計 4,496,795 4,665,050

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,190,454 3,213,953

機械装置及び運搬具（純額） 377,238 722,517

土地 4,473,008 4,498,008

建設仮勘定 529,849 744,517

その他（純額） 119,741 173,857

有形固定資産合計 8,690,293 9,352,855

無形固定資産 29,345 27,727

投資その他の資産   

その他 1,621,409 1,609,210

貸倒引当金 △47,562 △47,486

投資その他の資産合計 1,573,847 1,561,724

固定資産合計 10,293,486 10,942,307

資産合計 14,790,282 15,607,357
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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   

支払手形及び営業未払金 1,772,297 1,912,530

短期借入金 552,700 1,142,700

1年内返済予定の長期借入金 1,757,299 1,575,478

リース債務 17,968 25,824

未払法人税等 60,950 22,695

賞与引当金 27,450 47,050

役員賞与引当金 30,000 －

災害損失引当金 30,401 21,681

その他 739,457 804,740

流動負債合計 4,988,524 5,552,699

固定負債   

長期借入金 4,530,390 4,681,659

リース債務 84,964 131,481

退職給付引当金 348,495 355,715

役員退職慰労引当金 124,429 118,238

資産除去債務 46,131 46,269

その他 137,174 143,462

固定負債合計 5,271,584 5,476,826

負債合計 10,260,108 11,029,526

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,262,736 1,262,736

資本剰余金 1,189,881 1,189,881

利益剰余金 2,549,710 2,577,482

自己株式 △603,217 △603,217

株主資本合計 4,399,110 4,426,882

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △15,084 △1,794

繰延ヘッジ損益 481 420

為替換算調整勘定 △2,791 △1,847

その他の包括利益累計額合計 △17,393 △3,220

新株予約権 37,962 38,369

少数株主持分 110,494 115,799

純資産合計 4,530,173 4,577,831

負債純資産合計 14,790,282 15,607,357
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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 6,952,443 6,469,118

営業原価 6,043,655 5,633,818

営業総利益 908,788 835,300

販売費及び一般管理費 734,430 751,493

営業利益 174,357 83,806

営業外収益   

受取利息 2,470 4,161

受取配当金 1,969 3,306

受取保険金 4,000 9,118

貸倒引当金戻入額 176 －

震災復興補助金 29,518 －

補助金収入 2,600 29,843

その他 8,315 14,883

営業外収益合計 49,050 61,313

営業外費用   

支払利息 47,012 47,005

その他 13,300 10,280

営業外費用合計 60,312 57,286

経常利益 163,095 87,833

特別利益   

固定資産売却益 2,697 1,020

投資有価証券売却益 － 11,654

国庫補助金 － 1,942

災害損失引当金戻入額 － 8,681

その他 108 1,294

特別利益合計 2,806 24,593

特別損失   

固定資産除却損 3,293 12,270

固定資産圧縮損 － 1,942

特別損失合計 3,293 14,212

税金等調整前四半期純利益 162,608 98,214

法人税、住民税及び事業税 49,002 19,897

法人税等調整額 19,798 8,334

法人税等合計 68,801 28,231

少数株主損益調整前四半期純利益 93,806 69,982

少数株主利益 13,600 6,680

四半期純利益 80,206 63,302
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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 93,806 69,982

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △19,213 13,290

繰延ヘッジ損益 △2,140 △61

為替換算調整勘定 △2,967 943

その他の包括利益合計 △24,321 14,173

四半期包括利益 69,485 84,155

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 55,885 77,475

少数株主に係る四半期包括利益 13,600 6,680
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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）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）
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