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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による景気刺激策や新興国を中心とした外需等により、

一部の企業においては収益改善が見られたものの、設備投資の抑制、個人消費や雇用環境の低迷、急速な円高の進

行と株価低迷等、依然として景気の先行きは不透明な状況で推移しました。 

 物流業界におきましては、取扱量の減少、燃料価格の高止まり、運賃水準の低落傾向、安全対策の規制強化、環

境問題への対応等、取り巻く経営環境は厳しい状況が続きました。 

 このような状況の中、当社グループの主力業務である物流センター業務代行、流通加工業務に注力し、新規顧客

の獲得に向け努力してまいりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は、全体的な取扱量の伸び悩み等により115億85百万円（前

年同四半期比8.5％減）となりました。利益面につきましては、売上減に伴う減益等により営業利益は４億94百万

円（前年同四半期比40.1％減）、経常利益は４億91百万円（前年同四半期比37.2％減）となりました。四半期純利

益につきましては、投資有価証券評価損の計上等もあり１億98百万円（前年同四半期比56.6％減）となりました。

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（流動資産）  

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、74億92百万円（前連結会計年度末は76億73百万円）と

なり１億81百万円減少しました。受託現金の増加３億11百万円、現金及び預金の減少３億17百万円、受取手形及び

営業未収金の減少２億55百万円が主な要因です。 

（固定資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、215億80百万円（前連結会計年度末は211億59百万円）

となり４億21百万円増加しました。北関東物流センターの工事着手に係る建設仮勘定の増加７億33百万円、減価償

却の実施５億４百万円が主な要因です。 

（流動負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、121億39百万円（前連結会計年度末は123億12百万円）

となり１億73百万円減少しました。支払手形及び営業未払金の減少１億90百万円が主な要因です。 

（固定負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、56億92百万円（前連結会計年度末は54億31百万円）と

なり２億61百万円増加しました。長期借入金の増加２億30百万円が主な要因です。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、112億41百万円（前連結会計年度末は110億89百万円）と

なり１億51百万円増加しました。四半期純利益１億98百万円と配当金64百万円の支払いにより利益剰余金が１億33

百万円増加したことが主な要因です。 

 この結果、自己資本比率は0.2ポイント上昇し、38.4％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四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、営業活動の結果得られ

た資金５億79百万円と財務活動の結果得られた資金３億19百万円がありましたが、投資活動の結果使用した資金10

億83百万円により、前連結会計年度末に比べ１億83百万円減少し、16億47百万円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」 

 営業活動の結果得られた資金は、５億79百万円（前年同四半期比40.2％減）となりました。これは主に税金等調

整前四半期純利益３億36百万円と減価償却費５億４百万円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、10億83百万円（前年同四半期比5.6％増）となりました。これは主に定期預金

の払戻による収入１億33百万円、有形固定資産の取得による支出９億75百万円、貸付金の実行による支出２億29百

万円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、３億19百万円（前年同四半期28.1％減）となりました。これは主に短期借入金

の純増額４億10百万円、長期借入金による収入７億50百万円、長期借入金の返済による支出７億73百万円によるも

のであります。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第３四半期以降の景気動向等は依然不透明であり、一部業務については取扱量の減少が予想されますが、引き続

き新規業務の獲得、不採算事業の収益改善を進めてまいります。従いまして、平成22年11月８日に公表しました平

成23年３月期の通期業績予想につきまして変更はありません。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 ①簡便な会計処理 

 （ⅰ）固定資産の減価償却の算定方法 

    定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。  

 （ⅱ）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

    税金費用の計算については、当第２四半期連結会計期間を含む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し

ております。 

    なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 ①資産除去債務に関する会計基準の適用 

   第１四半期連結会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。  

  ②表示方法の変更 

   「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しておりま

す。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,650,711 1,968,121

受託現金 2,909,081 2,597,714

受取手形及び営業未収金 2,346,034 2,602,027

商品 6,323 3,051

貯蔵品 14,136 12,143

その他 570,632 500,797

貸倒引当金 △4,612 △10,501

流動資産合計 7,492,307 7,673,354

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,477,178 5,619,463

土地 12,671,243 12,671,243

その他（純額） 1,933,300 1,242,798

有形固定資産合計 20,081,722 19,533,505

無形固定資産 188,335 187,928

投資その他の資産 1,310,931 1,438,346

固定資産合計 21,580,989 21,159,780

資産合計 29,073,296 28,833,135

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 1,198,496 1,388,952

短期借入金 6,757,409 6,600,757

未払法人税等 148,842 329,735

預り金 2,958,431 2,646,418

賞与引当金 205,960 195,441

その他 869,972 1,150,937

流動負債合計 12,139,111 12,312,242

固定負債   

長期借入金 3,755,232 3,524,950

退職給付引当金 728,893 704,638

役員退職慰労引当金 375,849 364,351

資産除去債務 24,250 －

その他 808,137 837,097

固定負債合計 5,692,362 5,431,037

負債合計 17,831,473 17,743,280
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,772,784 1,772,784

資本剰余金 1,628,008 1,628,008

利益剰余金 8,078,832 7,944,974

自己株式 △330,123 △329,800

株主資本合計 11,149,501 11,015,966

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 36,243 21,691

繰延ヘッジ損益 △9,924 △12,065

評価・換算差額等合計 26,319 9,625

少数株主持分 66,002 64,262

純資産合計 11,241,823 11,089,854

負債純資産合計 29,073,296 28,833,135
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業収益 12,660,036 11,585,119

営業原価 11,146,612 10,423,664

営業総利益 1,513,424 1,161,455

販売費及び一般管理費   

役員報酬 137,674 146,958

給料及び手当 190,564 191,426

賞与引当金繰入額 26,560 17,621

退職給付費用 5,198 5,256

役員退職慰労引当金繰入額 11,478 12,455

貸倒引当金繰入額 1,062 －

その他 315,631 293,652

販売費及び一般管理費合計 688,170 667,370

営業利益 825,254 494,085

営業外収益   

受取利息 3,029 2,316

受取配当金 12,739 16,751

補助金収入 9,700 12,400

その他 22,153 31,421

営業外収益合計 47,622 62,890

営業外費用   

支払利息 76,114 63,222

その他 14,054 2,296

営業外費用合計 90,168 65,519

経常利益 782,707 491,456

特別利益   

固定資産売却益 2,319 3,067

その他 841 65

特別利益合計 3,161 3,133

特別損失   

固定資産除売却損 6,966 9,133

投資有価証券評価損 － 129,877

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 18,735

その他 － 114

特別損失合計 6,966 157,861

税金等調整前四半期純利益 778,902 336,727

法人税等 316,684 136,535

少数株主損益調整前四半期純利益 － 200,191

少数株主利益 4,654 1,740

四半期純利益 457,563 198,451
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30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 778,902 336,727

減価償却費 543,572 504,088

貸倒引当金の増減額（△は減少） 220 △5,954

受取利息及び受取配当金 △15,768 △19,068

支払利息 76,114 63,222

固定資産除売却損益（△は益） 4,646 6,066

投資有価証券評価損益（△は益） － 129,877

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 18,735

売上債権の増減額（△は増加） 67,727 255,992

たな卸資産の増減額（△は増加） 22,680 △5,264

仕入債務の増減額（△は減少） △64,749 △190,456

その他 △216,502 △152,999

小計 1,196,842 940,966

利息及び配当金の受取額 15,943 19,140

利息の支払額 △72,304 △62,033

法人税等の支払額 △170,649 △318,279

営業活動によるキャッシュ・フロー 969,831 579,793

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △200 －

定期預金の払戻による収入 7,841 133,500

有形固定資産の取得による支出 △1,037,659 △975,943

有形固定資産の売却による収入 16,049 5,196

無形固定資産の取得による支出 △35,973 △25,684

投資有価証券の取得による支出 △1,431 △1,583

貸付金の実行による支出 △6,800 △229,330

貸付金の回収による収入 24,296 17,584

その他 8,192 △7,225

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,025,684 △1,083,486

カンダホールディングス㈱　平成23年３月期　第２四半期決算短信

-　7　-



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30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） 910,000 410,000

長期借入金による収入 1,245,000 750,000

長期借入金の返済による支出 △1,530,769 △773,066

リース債務の返済による支出 △2,654 △2,052

自己株式の取得による支出 △121,717 △323

自己株式の売却による収入 161 －

配当金の支払額 △55,415 △64,776

財務活動によるキャッシュ・フロー 444,605 319,782

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 388,751 △183,910

現金及び現金同等物の期首残高 4,229,529 1,831,614

資金の範囲の変更による現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△2,324,892 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,293,389 1,647,704
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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