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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） 

 

(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3四半期 10,151 1.7 158 △19.8 157 △7.1 94 23.1
25年3月期第3四半期 9,979 15.4 197 △21.2 169 △21.7 76 △10.6

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 145百万円 （78.6％） 25年3月期第3四半期 81百万円 （4.0％）

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 19.91 19.86
25年3月期第3四半期 16.16 ―

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 16,732 4,615 26.6 940.64
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3四半期 4,456百万円 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あたっての注意事項については、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」をご覧ください。 

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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3Q 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3Q 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3Q 4,737,343 株 25年3月期3Q 4,744,161 株
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当第３四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を背景に円安・

株高が定着し、企業収益や設備投資が改善され、消費動向にも持ち直しが見られるなど、緩やかな景気

回復基調で推移しました。 

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、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」が新規オープンし、12月には倉庫事業において情報管理サービ

ス需要の増大に対応するため宮城県名取市にあるＲＭ事業部第二センター内に新たに倉庫（鉄骨平屋建

て、約4,063㎡）を完成させました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は、運送事業において既存顧客の受注高が若干減少

しましたが、乗用車販売事業において新型車の投入及び消費税増税前の駆け込み需要等により新車販売

台数が増加、また、太陽光発電事業の売電収入も寄与し、10,151百万円（対前年同四半期比101.7％）

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と倉庫メンテナ

ンス費用等の増加、乗用車販売事業では増収効果はあったものの新店舗オープンに伴なう人件費及び広

告宣伝等の費用増加もあり営業利益は158百万円（対前年同四半期比80.2％）、経常利益は太陽光発電

事業の補助金収入等を計上したことにより157百万円（対前年同四半期比92.9％）、四半期純利益は投

資有価証券売却益等を計上したことにより94百万円（対前年同四半期比123.1％）となりました。 

  

（資産） 

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て13.1％増加し、16,732百万円と

なりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べて14.3％増加し、5,139百万円となりました。これ

は、現金及び預金が244百万円、商品が329百万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12.6％増加し、11,592百万円となりました。これは、有形固定資産が1,297百万円増

加したことなどによります。 

（負債）  

当第３四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18.1％増加し、12,116百万円

となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べて16.7％増加し、5,823百万円となりました。こ

れは、短期借入金が760百万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

19.4％増加し、6,293百万円となりました。これは、長期借入金が959百万円増加したことなどによりま

す。 

（純資産） 

当第３四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1.9％増加し、4,615百万円

となりました。これは、その他有価証券評価差額金が37百万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、平成25年11月６日に公表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。なお、今後、修正が必要とされる場合は速やかに公表いたします。 

（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

センコン物流株式会社（9051）平成26年３月期　第３四半期決算短信

－ 4 －



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 1,760,338 2,005,121

受取手形及び営業未収入金 1,552,551 1,452,683

商品 708,067 1,037,591

貯蔵品 12,902 24,351

その他 509,968 660,687

貸倒引当金 △47,032 △40,742

流動資産合計 4,496,795 5,139,694

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,190,454 3,443,362

機械装置及び運搬具（純額） 377,238 799,419

土地 4,473,008 4,583,029

建設仮勘定 529,849 958,657

その他（純額） 119,741 203,558

有形固定資産合計 8,690,293 9,988,027

無形固定資産 29,345 26,773

投資その他の資産   

その他 1,621,409 1,625,057

貸倒引当金 △47,562 △47,462

投資その他の資産合計 1,573,847 1,577,594

固定資産合計 10,293,486 11,592,395

資産合計 14,790,282 16,732,089
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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   

支払手形及び営業未払金 1,772,297 1,822,792

短期借入金 552,700 1,312,700

1年内返済予定の長期借入金 1,757,299 1,665,667

リース債務 17,968 25,571

未払法人税等 60,950 9,431

賞与引当金 27,450 29,055

役員賞与引当金 30,000 －

災害損失引当金 30,401 21,681

その他 739,457 936,176

流動負債合計 4,988,524 5,823,074

固定負債   

長期借入金 4,530,390 5,490,374

リース債務 84,964 125,278

退職給付引当金 348,495 358,543

役員退職慰労引当金 124,429 120,488

資産除去債務 46,131 53,520

その他 137,174 145,219

固定負債合計 5,271,584 6,293,425

負債合計 10,260,108 12,116,500

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 2,584,833

自己株式 △603,217 △603,217

株主資本合計 4,399,110 4,434,233

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 21,918

繰延ヘッジ損益 481 －

為替換算調整勘定 △2,791 △30

その他の包括利益累計額合計 △17,393 21,887

新株予約権 37,962 38,369

少数株主持分 110,494 121,099

純資産合計 4,530,173 4,615,589

負債純資産合計 14,790,282 16,732,089
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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 9,979,244 10,151,372

営業原価 8,686,813 8,843,142

営業総利益 1,292,430 1,308,229

販売費及び一般管理費 1,095,325 1,150,186

営業利益 197,104 158,043

営業外収益   

受取利息 3,439 6,406

受取配当金 3,520 5,284

受取保険金 4,000 9,118

貸倒引当金戻入額 372 154

震災復興補助金 29,518 －

補助金収入 － 29,843

為替差益 － 17,964

その他 16,945 13,746

営業外収益合計 57,797 82,519

営業外費用   

支払利息 71,602 70,904

その他 13,701 12,147

営業外費用合計 85,303 83,052

経常利益 169,598 157,510

特別利益   

固定資産売却益 5,150 4,735

投資有価証券売却益 － 14,011

国庫補助金 － 1,942

災害損失引当金戻入益 － 8,681

その他 108 1,294

特別利益合計 5,258 30,664

特別損失   

固定資産売却損 4 －

固定資産除却損 4,367 13,991

固定資産圧縮損 － 1,942

特別損失合計 4,372 15,933

税金等調整前四半期純利益 170,483 172,241

法人税、住民税及び事業税 55,459 44,869

法人税等調整額 22,005 21,052

法人税等合計 77,464 65,922

少数株主損益調整前四半期純利益 93,018 106,319

少数株主利益 16,375 11,979

四半期純利益 76,643 94,340
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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 93,018 106,319

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10,764 37,002

繰延ヘッジ損益 △671 △481

為替換算調整勘定 △39 2,760

その他の包括利益合計 △11,475 39,281

四半期包括利益 81,543 145,600

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 65,168 133,621

少数株主に係る四半期包括利益 16,375 11,979
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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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