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(百万円未満切捨て)
１．平成27年３月期第３四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26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)

売上高 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 ％

27年３月期第３四半期 38,951 △4.4 3,359 24.6 2,794 36.2 1,542 46.8

26年３月期第３四半期 40,741 1.3 2,696 △6.0 2,051 0.2 1,050 87.6
(注) 包括利益 27年３月期第３四半期 2,711百万円( 25.8％) 26年３月期第３四半期 2,155百万円( 111.7％)
　

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

27年３月期第３四半期 14.52 ―

26年３月期第３四半期 9.89 ―
　　

（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

27年３月期第３四半期 88,459 29,756 31.3 260.61

26年３月期 87,905 27,228 28.9 238.67
(参考) 自己資本 27年３月期第３四半期 27,694百万円 26年３月期 25,363百万円
　　　

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

26年３月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00

27年３月期 ― 0.00 ―

27年３月期(予想) 3.50 3.50
(注) 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27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

売上高 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 54,000 △1.7 4,350 13.3 3,500 18.8 1,800 18.4 16.94
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 有
　

（注）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（２）四半期連結財務諸表の作成
に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

　

（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 ： 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
　

（注）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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 27年３月期３Ｑ 113,441,816株 26年３月期 113,441,816株

② 期末自己株式数 27年３月期３Ｑ 7,173,179株 26年３月期 7,170,217株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期３Ｑ 106,269,420株 26年３月期３Ｑ 106,274,893株

　　
※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が実施中です。

※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、四半期決算短信（添付資料）２ページ「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。
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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

　①当第３四半期の概況

当第３四半期連結累計期間の経営成績は、食品部門における販売価格の大幅な下落を主因に売上高は、389億51百

万円（前年同期比4.4％減）となりました。しかしながら、営業利益は、物流部門、食品部門、不動産部門で増益と

なったことから、33億59百万円（同24.6％増）となりました。経常利益も、受取配当金の増加や支払利息の減少等

により27億94百万円（同36.2％増）となりました。この結果、四半期純利益は15億42百万円（同46.8％増）となり

ました。

　②セグメント別の概況

　<物流部門>

物流部門では、一昨年８月より営業を開始した市川営業所の業務が売上に寄与したことに加え、国際物流や海外

引越業務も堅調に推移し増収となったことから、売上高は154億63百万円（前年同期比3.2％増）となり、営業利益

は22億66百万円（同9.1％増）となりました。

　<食品部門>

食品部門では、量販・外食向けである精米販売は、消費税増税後の需要の反動減等で52千玄米トン（前年同期比

5.4％減）にとどまりましたが、一般小売店や他卸売業者向けである玄米販売は、価格の低下に伴うスポット的な需

要が増加したこと等で29千玄米トン（同37.2％増）となり、総販売数量は81千玄米トン（同6.6％増）となりまし

た。売上高は、販売数量は増加したものの販売価格の大幅な下落の影響で192億12百万円（前年同期比12.0％減）と

なりました。一方、営業利益は、前年度赤字の主因であった平成24年産米の差損販売の終了もあり、２億68百万円

（前年同期は１億19百万円の損失）となりました。

　<情報部門>

情報部門では、棚卸代行業務において受託先が増加したこと、システム開発業務において大型プロジェクトを獲

得したこと等により、売上高は14億31百万円（前年同期比12.9％増）となりました。ただし、営業利益は、棚卸代

行業務、システム開発業務共に他社との競合激化により差益が縮小しており66百万円（同23.6%減）にとどまりまし

た。

　<不動産部門>

不動産部門では、昨年１月に共有持分を追加購入した「高崎イーストタワー」が寄与し、売上高は28億43百万円

（前年同期比7.4％増）、営業利益は12億60百万円（同12.7％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　①資産

資産合計は、受取手形及び売掛金や有形固定資産が減少しましたが、現金及び預金や投資その他の資産の投資

有価証券が増加したこと等から、前連結会計年度末比５億54百万円増加し、884億59百万円となりました。

　②負債

負債合計は、社債及び長期借入金等の有利子負債が減少したことや流動負債のその他の未払法人税等及び固定

負債のその他の長期未払金が減少したこと等から、前連結会計年度末比19億73百万円減少し、587億２百万円とな

りました。

　③純資産

純資産合計は、利益剰余金やその他有価証券評価差額金が増加したこと等から、前連結会計年度末比25億27百

万円増加し、297億56百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後を展望しますと、物流部門を中心に順調に推移しておりますが、食品部門においては販売価格の低下等の厳し

い経営環境が続いていることから、平成26年11月７日に発表した通期業績予想を変更しておりません。
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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

　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

　税金費用の計算

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利

益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、見積実効税率を使用できない会社につ

いては、法定実効税率を使用しております。

（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)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付

適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて

第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属

方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の

期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間及び支

払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第３四半

期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が297百万円減少するとともに利益剰余金が

191百万円増加しております。なお、当第３四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

益に与える影響は軽微であります。
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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：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,622 3,069

受取手形及び売掛金 6,666 5,477

たな卸資産 1,060 947

その他 801 690

貸倒引当金 △1 △2

流動資産合計 10,148 10,181

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 14,843 14,272

土地 46,683 47,008

その他（純額） 6,569 6,316

有形固定資産合計 68,096 67,597

無形固定資産 1,422 1,327

投資その他の資産

投資その他の資産 7,910 9,092

貸倒引当金 △36 △36

投資その他の資産合計 7,873 9,055

固定資産合計 77,393 77,981

繰延資産 362 296

資産合計 87,905 88,459

負債の部

流動負債

営業未払金 2,101 1,904

短期借入金 4,443 4,530

1年内返済予定の長期借入金 8,431 9,933

1年内償還予定の社債 4,920 7,868

その他 3,080 2,655

流動負債合計 22,977 26,891

固定負債

社債 15,428 11,210

長期借入金 9,253 8,486

役員退職慰労引当金 60 70

環境対策引当金 112 112

退職給付に係る負債 1,949 1,654

その他 10,894 10,276

固定負債合計 37,698 31,810

負債合計 60,676 58,702
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 10,555 10,555

資本剰余金 3,775 3,775

利益剰余金 9,430 10,846

自己株式 △1,812 △1,813

株主資本合計 21,949 23,364

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,689 2,574

土地再評価差額金 1,845 1,845

退職給付に係る調整累計額 △119 △88

その他の包括利益累計額合計 3,414 4,330

少数株主持分 1,865 2,061

純資産合計 27,228 29,756

負債純資産合計 87,905 88,459
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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：百万円)
前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

営業収益 40,741 38,951

営業原価 35,895 33,563

営業総利益 4,846 5,388

販売費及び一般管理費 2,149 2,028

営業利益 2,696 3,359

営業外収益

受取配当金 117 146

その他 34 17

営業外収益合計 152 164

営業外費用

支払利息 719 656

その他 77 72

営業外費用合計 797 729

経常利益 2,051 2,794

特別利益

固定資産売却益 4 3

ゴルフ会員権売却益 2 2

投資有価証券清算益 19 -

その他 0 -

特別利益合計 25 6

特別損失

固定資産除却損 5 2

減損損失 30 -

その他 0 0

特別損失合計 35 2

税金等調整前四半期純利益 2,041 2,798

法人税等 804 1,035

少数株主損益調整前四半期純利益 1,237 1,762

少数株主利益 186 220

四半期純利益 1,050 1,542
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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：百万円)
前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,237 1,762

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 918 916

退職給付に係る調整額 - 31

その他の包括利益合計 918 948

四半期包括利益 2,155 2,711

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,946 2,458

少数株主に係る四半期包括利益 209 252
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（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）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第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）

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：百万円）

報告セグメント

計
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）２

物流
関連

食品
関連

情報
関連

不動産
関連

売上高

外部顧客への売上高 14,983 21,841 1,268 2,648 40,741 ― 40,741

セグメント間の内部
売上高又は振替高

459 ― 169 19 648 △648 ―

計 15,442 21,841 1,437 2,668 41,389 △648 40,741

セグメント利益
又は損失（△）

2,078 △119 87 1,119 3,164 △468 2,696

(注）１．セグメント利益又は損失(△)の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用△377百万円、のれ

ん償却額△100百万円及び未実現利益調整額８百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメン

トに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31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：百万円）

報告セグメント

計
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）２

物流
関連

食品
関連

情報
関連

不動産
関連

売上高

外部顧客への売上高 15,463 19,212 1,431 2,843 38,951 ― 38,951

セグメント間の内部
売上高又は振替高

447 ― 151 20 619 △619 ―

計 15,910 19,212 1,583 2,864 39,571 △619 38,951

セグメント利益 2,266 268 66 1,260 3,861 △501 3,359

(注）１．セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用△451百万円、のれん償却額△59

百万円及び未実現利益調整額９百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より退職給付債務及び勤務費用の計算方法を変更し

たことに伴い、事業セグメントの退職給付債務及び勤務費用の計算方法を同様に変更しております。

　当該変更により、当第３四半期連結累計期間の各報告セグメントのセグメント利益に与える影響は軽微であり

ます。
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