
  

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６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） 
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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      ： 無 

  （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１四半期  11,909  7.8  252  48.4  308  37.9  181  7.6

25年３月期第１四半期  11,050  △3.5  170  △16.1  223  0.6  168  79.8

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 211百万円 （ ％） 30.8   25年３月期第１四半期 161百万円 （ ％） 80.9

  

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１四半期   16 90  －

25年３月期第１四半期   15 71  －

  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１四半期  28,760  11,589  40.3  09 1,080

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１四半期 11,589百万円   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 00

26年３月期  －         

26年３月期（予想）        0 00  －       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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  23,600  2.5  750  3.8  800  △3.0  400  △26.7    37 28

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。  

（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１Ｑ 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１Ｑ 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１Ｑ 10,729,754株 25年３月期１Ｑ 10,729,795株 
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権によるデフレ脱却のための経済成長策、金融緩和策な

どへの期待感から円安・株高が進みました。しかしながら、企業収益や個人消費の一部に景気回復感はあるもの

の、輸入品価格の上昇など国内景気の下振れ懸念があることから、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や将来の消費税増税等を背景とした消費者の節約志向が継続し、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「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、ＣＳ

Ｒ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、営業総利益の増加と販売費及び一般管理費の削減効果により前年同期を上回ることとなりま

した。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の営業収益は119億９百万円（前年同期比7.8％増）と前年同期と比較し

て８億59百万円の増収、営業利益は２億52百万円（同48.4％増）、経常利益は３億８百万円（同37.9％増）、四半

期純利益は１億81百万円（同7.6％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は省略しておりま

す。  

（２）財政状態に関する説明 

 資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四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８億85百万円増加し287億60百万円となりま

した。このうち流動資産につきましては、営業未収金が６億５百万円増加いたしましたが、繰延税金資産が１億24

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５億４百万円増加し91億18百万円となりました。また、

固定資産につきましては、前連結会計年度末に比べ３億80百万円増加し196億41百万円となりました。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ８億35百万円増加し171億70百万円となりました。流動負債につ

きましては、営業未払金が１億17百万円、短期借入金が８億円、未払費用が１億59百万円増加いたしましたが、賞

与引当金が３億５百万円、未払法人税等が１億63百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ７億85

百万円増加し94億82百万円となりました。また、固定負債につきましては、前連結会計年度末に比べ50百万円増加

し76億88百万円となりました。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ50百万円増加し、115億89百万円となり、自己資本比率は

％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 

 当第１四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月期第２四半期累計期間

及び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。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

40.3

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１四半期連結会計期間 

(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,516,765 2,512,018 

営業未収金 5,468,096 6,073,354 

原材料及び貯蔵品 24,381 24,946 

繰延税金資産 283,971 159,718 

前払費用 200,790 238,759 

その他 119,938 109,904 

流動資産合計 8,613,943 9,118,702 

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 991,295 1,120,791 

建物及び構築物（純額） 6,933,407 6,875,210 

土地 5,230,090 5,230,090 

その他（純額） 756,562 1,019,732 

有形固定資産合計 13,911,356 14,245,824 

無形固定資産 238,299 224,474 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,507,663 1,550,144 

繰延税金資産 1,494,393 1,529,769 

敷金及び保証金 1,286,895 1,285,135 

その他 822,102 806,052 

投資その他の資産合計 5,111,055 5,171,101 

固定資産合計 19,260,711 19,641,400 

資産合計 27,874,654 28,760,102 
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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１四半期連結会計期間 

(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 1,806,877 1,924,669 

短期借入金 2,784,000 3,584,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,054,215 1,037,850 

未払費用 1,301,925 1,461,307 

未払法人税等 207,027 43,551 

賞与引当金 528,636 222,863 

役員賞与引当金 26,768 11,224 

その他 988,349 1,197,383 

流動負債合計 8,697,799 9,482,849 

固定負債   

長期借入金 2,644,732 2,392,167 

退職給付引当金 3,572,104 3,646,521 

資産除去債務 447,963 450,330 

その他 973,229 1,199,099 

固定負債合計 7,638,030 7,688,118 

負債合計 16,335,829 17,170,968 

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 7,907,288 

自己株式 △309,635 △309,635 

株主資本合計 11,622,587 11,642,982 

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 △53,847 

その他の包括利益累計額合計 △83,763 △53,847 

純資産合計 11,538,824 11,589,134 

負債純資産合計 27,874,654 28,760,102 
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

営業収益 11,050,028 11,909,274 

営業原価 10,471,006 11,273,853 

営業総利益 579,021 635,421 

販売費及び一般管理費 408,693 382,649 

営業利益 170,327 252,771 

営業外収益   

受取利息 2,032 1,451 

受取配当金 11,224 12,360 

固定資産売却益 － 41,214 

持分法による投資利益 12,343 10,564 

その他 61,691 17,780 

営業外収益合計 87,292 83,372 

営業外費用   

支払利息 22,946 24,523 

支払手数料 7,412 － 

その他 3,640 3,194 

営業外費用合計 33,999 27,718 

経常利益 223,620 308,425 

特別利益   

固定資産売却益 36,305 － 

特別利益合計 36,305 － 

特別損失   

割増退職金 896 － 

特別損失合計 896 － 

税金等調整前四半期純利益 259,029 308,425 

法人税、住民税及び事業税 25,966 39,005 

法人税等調整額 64,524 88,079 

法人税等合計 90,490 127,085 

少数株主損益調整前四半期純利益 168,538 181,340 

四半期純利益 168,538 181,340 
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（四半期連結包括利益計算書） 

（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 168,538 181,340 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,429 25,203 

持分法適用会社に対する持分相当額 △582 4,711 

その他の包括利益合計 △7,011 29,915 

四半期包括利益 161,527 211,256 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 161,527 211,256 

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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