
  

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12月31日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25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 ％ 

25年３月期第３四半期  34,363  △0.8  887  3.5  1,009  8.2  646  107.4

24年３月期第３四半期  34,652  △3.4  857  △19.6  932  △16.4  311  0.6

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 634百万円 （ ％） 125.9   24年３月期第３四半期 281百万円 （ ％） 9.6

  

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 

25年３月期第３四半期   60 28  －

24年３月期第３四半期  07 29  －

  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 

25年３月期第３四半期  28,191  11,657  41.4   1,086 47

24年３月期  28,205  11,183  39.7    1,042 29

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 11,657百万円   24年３月期 11,183百万円 

  

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 

24年３月期  － 0 00  －    15 00    15 00

25年３月期  － 0 00  －     

25年３月期（予想）          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、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  45,000  0.6  750  68.6  700  38.0  300 4,126.5    27 96

（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 

  

  

  

  

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別すること

が困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料Ｐ２［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） 

  

  

※  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連結財務諸表に対するレビュー手続きは終了しておりません。   

  

※  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、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、添付資料Ｐ２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情

報」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        ： 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                        ： 有 

④  修正再表示                                  ： 無 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期３Ｑ 11,000,000株 24年３月期 11,000,000株 

②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 270,246株 24年３月期 270,205株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 10,729,791株 24年３月期３Ｑ 10,729,795株 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要などもあり、国内需要は緩やか

に持ち直しているものの、円高や欧州の債券問題を背景にした金融市場の動揺、中国経済の成長鈍化等の影響もあ

り、依然として先行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、個人消費の停滞が長期化

し消費者の生活防衛意識や節約志向が一層高まっており、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「磨け品質 勝ち取れ信頼」を掲げ、安全確保と高

品質な物流を基本とし、品質マネジメントシステムを確実に運用し、「品質の名糖」の評価を更に高めるとともに

環境マネジメントシステムの運用により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。 

 営業収益につきましては、大手食品会社の業務受託、既存食品メーカーの業務拡大があったものの、既存食品メ

ーカーの物量の減少やコンビニエンス事業の再編等により減収となりました。また、営業利益及び経常利益につき

ましては、労務費等の削減に努めたことにより、前年同期を上回ることとなりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は343億63百万円（前年同期比0.8％減）と前年同期と比較し

て２億88百万円の減収、営業利益は８億87百万円（同3.5％増）、経常利益は10億9百万円（同8.2％増）、四半期

純利益は６億46百万円（同107.4％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を省略しておりま

す。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 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14百万円減少し281億91百万円となりまし

た。このうち流動資産につきましては、営業未収金が５億27百万円増加いたしましたが、繰延税金資産が１億68百

万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ２億８百万円増加し87億16百万円となりました。また、固

定資産につきましては、前連結会計年度末に比べ２億22百万円減少し194億75百万円となりました。  

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ４億88百万円減少し165億33百万円となりました。流動負債につ

きましては、営業未払金が１億70百万円増加いたしましたが、短期借入金が５億98百万円、賞与引当金が３億19百

万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ４億73百万円減少し86億45百万円となりました。また、固

定負債につきましては、前連結会計年度末に比べ14百万円減少し78億88百万円となりました。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ４億73百万円増加し、116億57百万円となり、自己資本比率は

％となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期通期の連結業績予想につきましては、平成24年５月９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 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 当グループは、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以降に新規取得し

た有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、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

期純利益はそれぞれ21百万円増加しております。      

１．当四半期決算に関する定性的情報

41.4

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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,542,714 2,535,877 

営業未収金 5,183,105 5,710,887 

原材料及び貯蔵品 26,488 23,151 

繰延税金資産 302,246 133,714 

前払費用 260,415 217,786 

その他 192,909 94,700 

貸倒引当金 △41 － 

流動資産合計 8,507,838 8,716,118 

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 972,955 1,038,208 

建物及び構築物（純額） 7,257,440 7,022,603 

土地 5,230,090 5,230,090 

その他（純額） 810,614 818,971 

有形固定資産合計 14,271,100 14,109,873 

無形固定資産 306,068 262,040 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,412,450 1,462,643 

繰延税金資産 1,498,712 1,521,907 

敷金及び保証金 1,323,453 1,285,494 

その他 886,110 833,417 

貸倒引当金 △0 － 

投資その他の資産合計 5,120,726 5,103,463 

固定資産合計 19,697,895 19,475,378 

資産合計 28,205,734 28,191,496 
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（単位：千円）

前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 1,629,681 1,800,668 

短期借入金 3,664,000 3,066,000 

1年内返済予定の長期借入金 976,310 1,048,584 

未払法人税等 92,886 122,215 

未払費用 1,278,659 1,334,105 

賞与引当金 534,000 214,722 

役員賞与引当金 47,649 32,753 

その他 895,984 1,026,619 

流動負債合計 9,119,172 8,645,668 

固定負債   

長期借入金 2,836,813 2,825,260 

退職給付引当金 3,494,168 3,591,757 

資産除去債務 464,322 445,639 

その他 1,107,610 1,025,642 

固定負債合計 7,902,914 7,888,299 

負債合計 17,022,086 16,533,968 

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 7,551,890 8,037,738 

自己株式 △309,611 △309,635 

株主資本合計 11,287,609 11,773,432 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △103,961 △115,904 

その他の包括利益累計額合計 △103,961 △115,904 

純資産合計 11,183,647 11,657,527 

負債純資産合計 28,205,734 28,191,496 
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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23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

営業収益 34,652,600 34,363,706 

営業原価 32,599,227 32,379,440 

営業総利益 2,053,373 1,984,265 

販売費及び一般管理費 1,196,056 1,096,786 

営業利益 857,316 887,478 

営業外収益   

受取利息 6,369 5,475 

受取配当金 13,185 13,114 

持分法による投資利益 46,351 63,149 

その他 118,302 136,056 

営業外収益合計 184,207 217,795 

営業外費用   

支払利息 80,316 69,486 

支払手数料 － 17,490 

その他 28,903 9,268 

営業外費用合計 109,220 96,245 

経常利益 932,303 1,009,029 

特別利益   

固定資産売却益 19,428 52,436 

特別利益合計 19,428 52,436 

特別損失   

固定資産除売却損 4,295 626 

投資有価証券評価損 88 － 

ゴルフ会員権評価損 2,760 1,500 

訴訟損失引当金繰入額 13,061 － 

割増退職金 32,386 896 

災害による損失 4,452 － 

事業所閉鎖損失 46,276 － 

特別損失合計 103,321 3,023 

税金等調整前四半期純利益 848,410 1,058,442 

法人税、住民税及び事業税 211,363 259,778 

法人税等調整額 325,166 151,868 

法人税等合計 536,530 411,647 

少数株主損益調整前四半期純利益 311,880 646,795 

四半期純利益 311,880 646,795 
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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23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 311,880 646,795 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △30,821 △11,771 

持分法適用会社に対する持分相当額 25 △172 

その他の包括利益合計 △30,795 △11,943 

四半期包括利益 281,084 634,851 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 281,084 634,851 

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）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等
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