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四半期決算説明会開催の有無 ：無 

（百万円未満切捨て） 
１．平成26年11月期第1四半期の連結業績（平成25年12月1日～平成26年2月28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 ％

26年 11月期第1四半期 35,756 5.0 385 262.2 401 119.4 199 679.2
25年 11月期第1四半期 34,067 0.5 106 △78.5 183 △69.4 25 △91.0

（注） 包括利益  26年11月期第1四半期 265百万円（25.5％）  25年11月期第1四半期 211百万円（△53.2％） 

 

 
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 11月期第1四半期 15.73 ― 
25年 11月期第1四半期 2.02 ― 

 
（２）連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

26年 11月期第1四半期 60,577 28,908 45.1 
25年 11月期 61,498 28,793 44.3 

（参考）自己資本  26年11月期第1四半期 27,316百万円     25年11月期 27,213百万円 

 
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 11月期 － 8.50 － 9.50 18.00   
26年 11月期 －    

26年 11月期(予想)  9.00 － 9.00 18.00   

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無 

 
３．平成26年11月期の連結業績予想（平成25年12月1日～平成26年11月30日） 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

 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

第２四半期(累計) 68,000 △2.9 1,000 4.0 1,030 △9.6 483 △0.0 38.12
通  期 144,500 0.4 2,600 8.9 2,650 1.5 1,250 0.3 98.67

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無 

 

業績予想欄については、上場会社各社の実情に応じて、開示対象項目や開示対象期間の追加又は削除、開示形式の変更を行うことが可能です。 



 

※ 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 

 新規   －社 (社名)  、除外   －社 (社名)  
 

（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11月期1Ｑ 12,677,900株 25年11月期 12,677,900株

② 期末自己株式数 26年11月期1Ｑ 9,044株 25年11月期 9,034株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 26年11月期1Ｑ 12,668,856株 25年11月期1Ｑ 12,669,116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財務諸表のレビュー手続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および合理的である
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およ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、[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。 
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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、政府が推進する経済政策や金融緩和政策により、輸出産業を

中心とする企業収益の持ち直しを背景に、景気は緩やかな回復傾向がみられるものの、長期化している個人消費の

抑制など依然として厳しい状況で推移しました。 

 食品物流業界におきましては、燃料調達単価の上昇や物流業者間の価格競争による受託料金の低下に加え、人手

や車両不足、法改正への対応、「食の安全・安心」に応える物流品質向上への投資など厳しい経営環境で推移しま

した。 

 このような状況のなか、当社グループは、新グループ経営体制の確立による食品物流総合力ナンバーワンをめざ

すべく、「新たな展開の推進」「事業基盤の強化」「人材育成と物流品質の向上」の３つを基本方針とした中期経

営計画（2013年度から2015年度）を推進しております。２年目にあたる平成26年度（2014年度）は、「意思決定の

スピード化と施策を確実に実行していく年」としてネットワークの構築や収益力の強化に取組んでまいります。 

 営業収益は、コンビニエンスストアやチェーンストアなどの流通業を得意先とする専用物流事業の既存取引の拡

大により増収となりました。 

 利益面は、燃料調達単価・電気料金など物流コストの増加影響を受けたものの、売上高増加による利益増に加

え、業務の標準化や運送業務などの合理化改善が進捗し増益となりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、営業収益は357億56百万円と前年同期に比べ16億89百万円

（5.0％増）の増収となり、営業利益は３億85百万円と前年同期に比べ２億79百万円（262.2％増）、経常利益は４

億１百万円と前年同期に比べ２億18百万円（119.4％増）、四半期純利益は１億99百万円と前年同期に比べ１億73

百万円（679.2％増）の増益となりました。  

セグメントの業績は以下のとおりであります。 

（共同物流事業）  

 共同物流事業収益は、新規・既存取引の拡大により取扱物量が増加し増収となりました。利益面は、燃料調達単

価上昇によるコスト増の影響を受けたものの、売上高増加にともなう利益増と業務の標準化や運送業務の合理化改

善などが進捗しました。 

 この結果、共同物流事業収益は196億97百万円と前年同期に比べ６億93百万円（3.6％増）の増収、営業利益は42

百万円と前年同期に比べ69百万円（前年同期は27百万円の営業損失）の増益となりました。  

（専用物流事業）  

 専用物流事業収益は、既存取引が拡大し増収となりました。利益面は燃料調達単価上昇によるコスト増などの影

響を受けたものの、売上高増加にともなう利益増により増益となりました。 

 この結果、専用物流事業収益は143億71百万円と前年同期に比べ８億６百万円（5.9％増）の増収、営業利益は２

億52百万円と前年同期に比べ１億75百万円（228.9％増）の増益となりました。  

（関連事業） 

 関連事業収益は、燃料販売数量や車両の販売などが増加し16億87百万円と前年同期に比べ１億88百万円（12.6％

増）の増収、営業利益は97百万円と前年同期に比べ33百万円（52.6％増）の増益となりました。  

（２）財政状態に関する説明 

①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９億20百万円減少し605億77百万円となりま

した。資産の減少の主な要因は、有形固定資産の増加14億76百万円はありましたが、受取手形及び営業未収入金の

減少24億89百万円などによるものであります。  

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ10億35百万円減少し、316億69百万円となりました。負債の減少の主な要

因は、短期借入金の増加17億34百万円はありましたが、支払手形及び営業未払金の減少13億18百万円、未払法人税

等の減少４億53百万円、および未払費用等の減少による流動負債その他の減少６億７百万円などによるものであり

ます。 

 また、純資産合計は前連結会計年度末に比べ１億14百万円増加し、289億８百万円となりました。純資産の増加

の主な要因は、利益剰余金の増加78百万円および為替換算調整勘定の増加28百万円などによるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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②キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比べ２

億41百万円増加し27億89百万円となりました。

 当第１四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果使用した資金は、２億69百万円（前年同期は６億72百万円の支出）となりました。これは主に、

税金等調整前四半期純利益の計上、売上債権の減少はありましたが、仕入債務の減少、営業活動によるキャッシ

ュ・フローのその他の減少によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果使用した資金は、７億69百万円（前年同期は24億73百万円の支出）となりました。これは主に、

有形固定資産の取得による支出によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果得られた資金は、12億55百万円（前年同期は28億51百万円の収入）となりました。これは主に、

長期借入金の返済による支出およびリース債務の返済による支出はありましたが、短期借入金の純増減額の増加に

よるものであります。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 通期の業績見通しについては、燃料調達単価・電気料金の上昇に加え、消費税率引上げにともなう景気の減速が

懸念され厳しい経営環境で推移するものと思われます。 

このような状況のなか、新規・領域拡大やコスト削減に引続き取組んでまいります。 

現時点においては、平成26年１月９日に公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。  

（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。   

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：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年11月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成26年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,548 2,789

受取手形及び営業未収入金 17,708 15,219

商品 179 162

貯蔵品 78 94

その他 1,683 1,691

貸倒引当金 △5 △0

流動資産合計 22,193 19,956

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,696 6,621

機械装置及び運搬具（純額） 3,072 3,253

工具、器具及び備品（純額） 319 313

土地 14,583 14,583

リース資産（純額） 2,017 1,943

建設仮勘定 4,193 5,642

有形固定資産合計 30,880 32,357

無形固定資産 397 375

投資その他の資産   

投資有価証券 1,799 1,738

敷金及び保証金 3,596 3,575

その他 2,670 2,612

貸倒引当金 △39 △39

投資その他の資産合計 8,026 7,887

固定資産合計 39,305 40,621

資産合計 61,498 60,577
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年11月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成26年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 12,120 10,801

短期借入金 3,797 5,531

未払法人税等 652 199

賞与引当金 724 739

役員賞与引当金 81 21

その他 7,789 7,182

流動負債合計 25,165 24,475

固定負債   

長期借入金 3,710 3,552

退職給付引当金 562 548

その他 3,265 3,093

固定負債合計 7,538 7,194

負債合計 32,704 31,669

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,063 4,063

資本剰余金 4,209 4,209

利益剰余金 18,574 18,653

自己株式 △12 △12

株主資本合計 26,835 26,914

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 308 306

繰延ヘッジ損益 △15 △17

為替換算調整勘定 84 113

その他の包括利益累計額合計 377 402

少数株主持分 1,580 1,591

純資産合計 28,793 28,908

負債純資産合計 61,498 60,577
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年２月28日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年２月28日) 

営業収益 34,067 35,756

営業原価 33,090 34,475

営業総利益 977 1,281

販売費及び一般管理費 870 896

営業利益 106 385

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 1 1

受取賃貸料 22 18

持分法による投資利益 0 －

補助金収入 0 0

養老保険解約差益 － 27

デリバティブ評価益 79 －

その他 27 14

営業外収益合計 134 63

営業外費用   

支払利息 16 20

貸与設備諸費用 11 10

持分法による投資損失 － 2

為替差損 24 6

デリバティブ評価損 － 1

その他 5 6

営業外費用合計 57 47

経常利益 183 401

特別利益   

固定資産売却益 17 18

投資有価証券売却益 － 52

特別利益合計 17 70

特別損失   

固定資産除売却損 6 6

投資有価証券売却損 0 －

リース解約損 2 2

特別損失合計 9 9

税金等調整前四半期純利益 190 462

法人税、住民税及び事業税 194 226

法人税等調整額 △61 △3

法人税等合計 133 222

少数株主損益調整前四半期純利益 57 240

少数株主利益 32 41

四半期純利益 25 199
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年２月28日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年２月28日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 57 240

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 114 △4

繰延ヘッジ損益 △15 △1

為替換算調整勘定 54 31

その他の包括利益合計 153 25

四半期包括利益 211 265

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 166 223

少数株主に係る四半期包括利益 44 41
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年２月28日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 190 462

減価償却費 698 705

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △4

賞与引当金の増減額（△は減少） 142 14

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5 △14

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △48 △59

受取利息及び受取配当金 △2 △3

支払利息 16 20

持分法による投資損益（△は益） △0 2

投資有価証券売却損益（△は益） 0 △52

有形固定資産売却損益（△は益） △14 △17

有形固定資産除却損 3 6

売上債権の増減額（△は増加） 1,511 2,495

たな卸資産の増減額（△は増加） 5 0

仕入債務の増減額（△は減少） △1,559 △1,983

長期未払金の増減額（△は減少） △17 △109

その他 △862 △1,060

小計 55 402

利息及び配当金の受取額 9 7

利息の支払額 △14 △21

法人税等の支払額 △754 △665

法人税等の還付額 30 7

営業活動によるキャッシュ・フロー △672 △269

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △2,481 △875

有形固定資産の売却による収入 35 25

無形固定資産の取得による支出 △17 △16

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

投資有価証券の売却による収入 0 107

貸付けによる支出 △20 △19

貸付金の回収による収入 12 11

その他 △0 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,473 △769
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年２月28日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年２月28日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,150 1,750

長期借入れによる収入 1,600 －

長期借入金の返済による支出 △619 △174

リース債務の返済による支出 △147 △168

自己株式の取得による支出 － △0

配当金の支払額 △108 △120

少数株主への配当金の支払額 △22 △30

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,851 1,255

現金及び現金同等物に係る換算差額 44 23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △250 241

現金及び現金同等物の期首残高 2,251 2,548

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,000 2,789

㈱キユーソー流通システム（9369）　平成26年11月期第１四半期決算短信

－　9　－



 該当事項はありません。     

   

 該当事項はありません。     

   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成24年12月１日 至平成25年２月28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）

    （注）１．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去額であります。 

      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．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。     

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成25年12月１日 至平成26年２月28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）

    （注）１．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去額であります。 

      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．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

（４）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）

   

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

共同物流 
事業 

専用物流 
事業 

関連事業 計 

営業収益                                    

外部顧客への営業収益  19,003  13,565  1,498  34,067  －  34,067

セグメント間の内部営業収益

又は振替高 
 2,017  574  995  3,587  △3,587  －

計  21,021  14,139  2,494  37,654  △3,587  34,067

セグメント利益又は損失（△）  △27  76  63  112  △6  106

   

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

共同物流 
事業 

専用物流 
事業 

関連事業 計 

営業収益                                    

外部顧客への営業収益  19,697  14,371  1,687  35,756  －  35,756

セグメント間の内部営業収益

又は振替高 
 2,016  690  1,221  3,929  △3,929  －

計  21,714  15,062  2,909  39,686  △3,929  35,756

セグメント利益  42  252  97  391  △6  385
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