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（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

  

 

  

  

  

   

   平成25年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
        平成24年11月２日

上場会社名  カンダホールディングス株式会社 上場取引所   東

コード番号  9059 ＵＲＬ   http://www.kanda-web.co.jp/

代表者 （役職名）  代表取締役社長 （氏名）  勝又 一俊

問合せ先責任者 （役職名）  専務取締役管理本部長 （氏名）  原島 藤壽 ＴＥＬ   03-6327-1811

四半期報告書提出予定日  平成24年11月14日 配当支払開始予定日  平成24年12月３日

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）

  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 ％ 

25年３月期第２四半期  13,132  3.6  589  △13.2  581  △11.8  288  △20.4

24年３月期第２四半期  12,680  9.5  679  37.5  658  34.1  362  82.9

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 245百万円（ ％） △34.5   24年３月期第２四半期 374百万円 （ ％） 72.6

  
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２四半期  26.84  －

24年３月期第２四半期  33.71  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第２四半期  34,100  12,131  35.3

24年３月期  33,504  11,951  35.4

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 12,030百万円   24年３月期 11,856百万円 

  
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  － 6.00 － 6.00  12.00

25年３月期  － 6.00     

25年３月期（予想）     － 6.00  12.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

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）

  （％表示は、対前期増減率）

  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 

通期  27,000  6.0  1,410  2.1  1,340  1.3  670  1.3  62.25

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有

（注）詳細につきましては、四半期決算短信（添付資料）３ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処

理の適用」をご覧ください。

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

（注）詳細につきましては、四半期決算短信（添付資料）３ページ「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・

修正開示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期２Ｑ 11,654,360株 24年３月期 11,654,360株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 890,945株 24年３月期 890,848株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 10,763,490株 24年３月期２Ｑ 10,763,901株

 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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しておりません。

 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って異なる結果となる可能性があります。業績予

想に関する事項については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧くだ

さい。
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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、東日本大震災の復興関連需要などを背景に設備投資や個人消

費の緩やかな増加も見受けられましたが、欧州の債務危機や新興諸国経済の減速、円高の長期化等により依然とし

て景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。   

  物流業界におきましては、取扱量の減少傾向が継続し、更に規制緩和による競争激化、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巻く経営環境は、依然として厳しい状況が続きました。 

 このような状況の中、当社グループは主力業務であります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。また、株式会社ペガサスグローバルエクスプレスを核として本格的な国際

物流事業への進出に向けて体制整備に注力する等、グループが一丸となって新規顧客の獲得に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業績は、国際物流事業を中心に営業収益が伸びたものの、震災復旧に

伴う日用品関連等の取扱いが一段落したこと等により、営業収益は131億32百万円（前年同四半期比3.6％増）とな

り、営業利益は５億89百万円（前年同四半期比13.2％減）、経常利益は５億81百万円（前年同四半期比11.8％

減）、四半期純利益は２億88百万円（前年同四半期比20.4％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、90億２百万円（前連結会計年度末は97億18百万円）と

なり、７億16百万円減少しました。受託現金の減少６億29百万円、現金及び預金の減少99百万円が主な要因です。

（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、250億97百万円（前連結会計年度末は237億85百万円）

となり、13億12百万円増加しました。宮城県名取市の「南東北物流センター」の新設に伴い取得した土地の増加３

億83百万円、大阪府堺市に建設中の「堺物流センター」と宮城県名取市に建設中の「南東北物流センター」の工事

費を建設仮勘定に計上したことによる増加11億87百万円が主な要因です。 

（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、144億46百万円（前連結会計年度末は147億71百万円）

となり、３億25百万円減少しました。短期借入金の増加５億70百万円、未払法人税等の減少２億８百万円、受託現

金が減少したことに伴い、預り金の減少６億31百万円が主な要因です。 

（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、75億22百万円（前連結会計年度末は67億81百万円）と

なり、７億41百万円増加しました。長期借入金の増加９億15百万円、退職給付引当金の減少１億13百万円が主な要

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、121億31百万円（前連結会計年度末は119億51百万円）と

なり、１億80百万円増加しました。利益剰余金が２億24百万円増加し、その他有価証券評価差額金が50百万円減少

したことが主な要因です。 

 この結果、自己資本比率は0.1％下降し、35.3％となりました。  

   

（３）連結業績予想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業績は、概ね計画通りに推移しており、前回発表（平成24年５月14日付）の

業績予想に変更はありません。 

 なお、業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、様々な不確定

要素や今後の業況等により、実際の業績とは異なる場合があります。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

  税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整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、税金等調整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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）   

  当社及び連結子会社は、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日以後に取得し

た有形固定資産について、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。 

 なお、これによる当第２四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に与える影響

は軽微であります。  

   

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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,958,203 1,859,009

受託現金 4,354,559 3,724,762

受取手形及び営業未収金 2,913,716 2,834,928

商品 157,214 143,674

貯蔵品 18,680 19,425

その他 324,252 426,793

貸倒引当金 △7,707 △6,087

流動資産合計 9,718,917 9,002,506

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,572,310 6,378,171

土地 14,142,805 14,526,130

その他（純額） 1,211,670 2,419,141

有形固定資産合計 21,926,786 23,323,443

無形固定資産 470,369 440,522

投資その他の資産 1,388,578 1,333,858

固定資産合計 23,785,734 25,097,823

資産合計 33,504,651 34,100,330

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 1,671,241 1,625,026

短期借入金 6,730,204 7,300,581

未払法人税等 464,117 255,444

預り金 4,510,288 3,878,608

賞与引当金 193,148 185,638

その他 1,202,860 1,200,853

流動負債合計 14,771,861 14,446,152

固定負債   

長期借入金 4,761,946 5,677,046

退職給付引当金 799,080 685,271

役員退職慰労引当金 394,869 402,625

資産除去債務 25,016 25,278

その他 800,465 732,182

固定負債合計 6,781,378 7,522,404

負債合計 21,553,239 21,968,557
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30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 8,684,760 8,909,062

自己株式 △330,547 △330,580

株主資本合計 11,755,005 11,979,274

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 101,202 51,161

その他の包括利益累計額合計 101,202 51,161

少数株主持分 95,204 101,337

純資産合計 11,951,412 12,131,773

負債純資産合計 33,504,651 34,100,330
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業収益 12,680,942 13,132,372

営業原価 11,268,151 11,802,155

営業総利益 1,412,791 1,330,217

販売費及び一般管理費   

役員報酬 163,122 155,789

給料及び手当 207,673 197,176

賞与引当金繰入額 22,638 15,402

退職給付費用 5,141 5,044

役員退職慰労引当金繰入額 12,705 13,319

その他 322,098 353,701

販売費及び一般管理費合計 733,378 740,433

営業利益 679,412 589,783

営業外収益   

受取利息 1,553 1,396

受取配当金 14,179 16,830

その他 26,104 33,411

営業外収益合計 41,836 51,637

営業外費用   

支払利息 60,790 58,947

その他 1,616 1,313

営業外費用合計 62,406 60,261

経常利益 658,842 581,159

特別利益   

固定資産売却益 7,692 2,273

特別利益合計 7,692 2,273

特別損失   

固定資産除売却損 4,759 3,120

特別損失合計 4,759 3,120

税金等調整前四半期純利益 661,776 580,312

法人税等 294,230 285,168

少数株主損益調整前四半期純利益 367,545 295,144

少数株主利益 4,661 6,262

四半期純利益 362,883 288,882

カンダホールディングス㈱（9059） 
平成25年３月期　第２四半期決算短信

-　6　-



（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 367,545 295,144

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 3,185 △50,041

繰延ヘッジ損益 3,519 －

その他の包括利益合計 6,705 △50,041

四半期包括利益 374,250 245,103

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 369,574 238,841

少数株主に係る四半期包括利益 4,675 6,262
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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）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
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