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１．平成26年３月期第３四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年12月31日）

（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３四半期 37,062 7.9 757 △14.7 909 △9.8 524 △18.9
25年３月期第３四半期 34,363 △0.8 887 3.5 1,009 8.2 646 107.4

 

(注) 包括利益 26年３月期第３四半期 584 百万円( △8.0 ％) 25年３月期第３四半期 634 百万円( 125.9 ％)
 

 
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３四半期 48.88 －

25年３月期第３四半期 60.28 －
 

（２）連結財政状態  
 

 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３四半期 29,497 11,962 40.6 1,114.85
25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３四半期 11,962 百万円 25年３月期 11,538 百万円
 

２．配当の状況

 
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 15.00

26年３月期 － 0.00 －   

26年３月期(予想)    15.00 15.00
 

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)

 

 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 48,000 6.7 400 △40.0 500 △36.5 150 △69.7 13.97   
 



  

  

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

了しておりません。 

  

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Ｐ２「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。 

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

    （連結範囲の変更に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
 

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

 

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む)  26年３月期３Ｑ 11,000,000  25年３月期 11,000,000株

② 期末自己株式数  26年３月期３Ｑ 270,246  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３Ｑ 10,729,754  25年３月期３Ｑ 10,729,791株
 

※ 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．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………２ 

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………２ 

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………２ 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………２ 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………３ 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………３ 

（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 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………３ 

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………４ 

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………４ 

（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 …………………………６ 

四半期連結損益計算書 

第３四半期連結累計期間 …………………………………………………………６ 

四半期連結包括利益計算書 

第３四半期連結累計期間 …………………………………………………………７ 

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………８ 

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………８ 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………８ 

（セグメント情報等） …………………………………………………………………８ 

  

○添付資料の目次

名糖運輸㈱　（9047）　平成26年３月期第３四半期決算短信

1



  

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政権交代後の経済対策等により円安・株価の上昇

を背景に企業収益の改善や一部の個人消費に回復の兆しがみられたものの、消費税増税による個人消費

への影響も懸念され、引き続き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、原価である燃

料調達コストの上昇、電気料金値上げ、食品メーカー等の物流コスト抑制及び物流業者間の価格競争に

よる受託料金の低下等、厳しい経営環境が続いております。 

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「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 ＬＩ

ＮＥ 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、大手食品会社との新規業務開始、既存食品メーカーの業務拡大、夏場の気

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、営業収益の増加に伴い庸車費、労務費が増加した

ことや、燃料の調達単価の上昇及び電気料金値上げ等により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３四半期連結累計期間の営業収益は370億62百万円（前年同期比7.9％増）と前年同

期と比較して26億99百万円の増収、営業利益は７億57百万円（同14.7％減）、経常利益は９億９百万円

（同9.8％減）、四半期純利益は５億24百万円（同18.9％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。  

  

 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16億22百万円増加し294億97百万

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７億76百万円増加したことなどによ

り、前連結会計年度末に比べ６億53百万円増加し92億67百万円となりました。また、固定資産につきま

しては、前連結会計年度末に比べ９億69百万円増加し202億29百万円となりました。  

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ11億99百万円増加し175億35百万円となりました。流

動負債につきましては、営業未払金が２億84百万円、短期借入金７億35百万円増加いたしましたが、賞

与引当金が３億３百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ10億20百万円増加し97億18

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１億78百万円増加し78

億16百万円となりました。  

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ４億23百万円増加し、119億62百万円となり、自己

資本比率は40.6％となりました。 

  

平成26年３月期の通期連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）につきましては、平成

25年５月10日に公表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26年２月10日）発表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

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

（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

名糖運輸㈱　（9047）　平成26年３月期第３四半期決算短信

3



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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,516,765 2,491,111 

営業未収金 5,468,096 6,244,536 

原材料及び貯蔵品 24,381 27,557 

繰延税金資産 283,971 167,200 

前払費用 200,790 217,948 

その他 119,938 118,829 

流動資産合計 8,613,943 9,267,183 

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 991,295 1,388,408 

建物及び構築物（純額） 6,933,407 6,942,290 

土地 5,230,090 5,230,090 

その他（純額） 756,562 1,147,277 

有形固定資産合計 13,911,356 14,708,067 

無形固定資産 238,299 239,930 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,507,663 1,655,302 

繰延税金資産 1,494,393 1,530,315 

敷金及び保証金 1,286,895 1,319,637 

その他 822,102 776,738 

投資その他の資産合計 5,111,055 5,281,994 

固定資産合計 19,260,711 20,229,992 

資産合計 27,874,654 29,497,176 
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 1,806,877 2,091,864 

短期借入金 2,784,000 3,519,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,054,215 1,171,040 

未払費用 1,301,925 1,432,586 

未払法人税等 207,027 207,759 

賞与引当金 528,636 224,801 

役員賞与引当金 26,768 33,382 

その他 988,349 1,037,765 

流動負債合計 8,697,799 9,718,199 

固定負債   

長期借入金 2,644,732 2,367,117 

退職給付引当金 3,572,104 3,703,890 

資産除去債務 447,963 455,059 

その他 973,229 1,290,843 

固定負債合計 7,638,030 7,816,910 

負債合計 16,335,829 17,535,109 

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 8,250,462 

自己株式 △309,635 △309,635 

株主資本合計 11,622,587 11,986,156 

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 △24,090 

その他の包括利益累計額合計 △83,763 △24,090 

純資産合計 11,538,824 11,962,066 

負債純資産合計 27,874,654 29,497,176 
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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24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

営業収益 34,363,706 37,062,770 

営業原価 32,379,440 35,222,038 

営業総利益 1,984,265 1,840,732 

販売費及び一般管理費 1,096,786 1,083,282 

営業利益 887,478 757,449 

営業外収益   

受取利息 5,475 4,351 

受取配当金 13,114 14,349 

固定資産売却益 － 58,200 

持分法による投資利益 63,149 70,454 

その他 136,056 86,235 

営業外収益合計 217,795 233,591 

営業外費用   

支払利息 69,486 71,204 

支払手数料 17,490 － 

その他 9,268 10,142 

営業外費用合計 96,245 81,346 

経常利益 1,009,029 909,694 

特別利益   

固定資産売却益 52,436 － 

特別利益合計 52,436 － 

特別損失   

固定資産除売却損 626 － 

ゴルフ会員権評価損 1,500 － 

割増退職金 896 － 

特別損失合計 3,023 － 

税金等調整前四半期純利益 1,058,442 909,694 

法人税、住民税及び事業税 259,778 316,145 

法人税等調整額 151,868 69,032 

法人税等合計 411,647 385,178 

少数株主損益調整前四半期純利益 646,795 524,515 

四半期純利益 646,795 524,515 
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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24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 646,795 524,515 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △11,771 49,756 

持分法適用会社に対する持分相当額 △172 9,916 

その他の包括利益合計 △11,943 59,672 

四半期包括利益 634,851 584,188 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 634,851 584,188 

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。  

  

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。 

  

（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）

（セグメント情報等）
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