
  

  

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  

  

  

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  

  
  

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）  

  

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無  
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  （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 ％ 

26年３月期第３四半期  24,240 17.4 701 △28.8 665 △29.3 308 △40.1 

25年３月期第３四半期  20,655 7.5 986 △9.2 940 △11.4 516 △6.3 

（注）包括利益  26年３月期第３四半期  282百万円 （△46.2％）    25年３月期第３四半期  525百万円 （△6.8％）  

  
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  28.71 － 

25年３月期第３四半期  47.96 － 

  総資産  純資産  自己資本比率  

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第３四半期  38,084 12,637 32.9 

25年３月期  37,004 12,492 33.5 

（参考）自己資本  26年３月期第３四半期  12,512百万円   25年３月期  12,380百万円 

   
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 
25年３月期  － 6.00 － 6.00 12.00 
26年３月期  － 6.00 －       

26年３月期（予想）          6.00 12.00 

  （％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  32,800 16.7 1,110 △3.7 1,050 △4.8 525 △6.5 48.78 



※  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）－  

（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「当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧くだ

さい。  
  

（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。  
  

（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）  

  
  
  

※  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、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。  
  

※  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「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期３Ｑ  11,654,360株 25年３月期  11,654,360株 

②  期末自己株式数  26年３月期３Ｑ  891,293株 25年３月期  891,245株 

③  期中平均株式数（四半期累計）  26年３月期３Ｑ  10,763,095株 25年３月期３Ｑ  10,763,555株 
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（１）経営成績に関する説明 

  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年来の政府による経済対策及び金融政策による円高の修正

や株価の上昇等の動きが見られ、個人消費等については若干明るい兆しが見えてきました。しかしながら、新興国

経済の減速等もあり、景気の先行きについては、引き続き不透明な状況で推移致しました。 

  物流業界におきましては、取扱量の減少が継続し、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、国内部門で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。平成25年８月には、埼玉県久喜市に「久喜物流センタ

ー」（敷地面積約10,000坪、延床面積約9,800坪）を竣工致しました。また、平成25年８月には埼玉県蓮田市の

「蓮田物流センター」、平成25年12月には宮城県名取市の「南東北物流センター」の屋根を利用した太陽光発電事

業をそれぞれ開始致しました。 

 国際部門においては、株式会社ペガサスグローバルエクスプレス及び株式会社ペガサスカーゴサービスを核とし

て国際物流事業の取組みに注力致しました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、新規業務の立ち上げや国際物流事業が好調に推移したもの

の、新規業務の立ち上げ費用が予想以上に膨らんだこと、一部業務においてお客様による物流再編や料金改定等の

動きが見られたこと等により、連結営業収益は242億40百万円（前年同四半期比17.4％増）、連結営業利益は７億

１百万円（前年同四半期比28.8％減）、連結経常利益は６億65百万円（前年同四半期比29.3％減）となりました。

連結四半期純利益は、特別利益に投資有価証券売却益を計上しましたが、旧本社ビルの減損損失を特別損失に計上

したことにより、３億８百万円（前年同四半期比40.1％減）となりました。  

   

（２）財政状態に関する説明 

（流動資産）   

  当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、106億２百万円（前連結会計年度末は93億53百万円）

となり、12億49百万円増加しました。現金及び預金の増加８億11百万円、受託現金の増加４億15百万円が主な要因

です。 

（固定資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、274億81百万円（前連結会計年度末は276億50百万円）

となり、１億69百万円減少しました。 

（流動負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、168億84百万円（前連結会計年度末は162億13百万円）

となり、６億70百万円増加しました。支払手形及び営業未払金の増加86百万円、短期借入金の増加２億70百万円、

預り金の増加４億14百万円、賞与引当金の減少１億26百万円が主な要因です。 

（固定負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、85億63百万円（前連結会計年度末は82億98百万円）と

なり、２億64百万円増加しました。長期借入金の増加３億19百万円、退職給付引当金の増加33百万円、役員退職慰

労引当金の減少１億50百万円が主な要因です。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、126億37百万円（前連結会計年度末は124億92百万円）と

なり、１億44百万円増加しました。利益剰余金が１億68百万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0.6ポイント下降し32.9％となりました。  

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  平成26年３月期の通期業績はにつきましては、平成25年10月31日に公表しました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。 

 なお、下記のとおり連結の範囲の変更はありましたが、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第10項に規定

する特定子会社に該当いたしません。  

（連結の範囲の変更） 

 前連結会計年度において、非連結子会社でありましたPegasus Global Express（Thailand）Co.,Ltd.は、重要性

が増したため、第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。   

   

（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３四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。 

    

（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。 

  

（追加情報） 

 連結子会社の四半期決算日等に関する事項 

 連結子会社のうち、Pegasus Global Express（Thailand）Co.,Ltd.の第３四半期決算日は９月30日であります。

当該四半期決算日の四半期財務諸表を用いて四半期連結財務諸表を作成しております。ただし、連結決算日との間

に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。   

   

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 1,794,215 2,605,400

受託現金 3,158,361 3,573,975

受取手形及び営業未収金 3,585,862 3,787,217

商品 121,596 162,060

貯蔵品 17,489 21,488

その他 688,375 466,745

貸倒引当金 △12,201 △14,056

流動資産合計 9,353,698 10,602,831

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,370,192 8,937,543

土地 14,527,988 14,560,573

その他（純額） 1,556,018 1,784,649

有形固定資産合計 25,454,200 25,282,767

無形固定資産 664,108 661,387

投資その他の資産 1,532,677 1,537,744

固定資産合計 27,650,985 27,481,899

資産合計 37,004,683 38,084,730

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 2,274,840 2,361,217

短期借入金 8,862,782 9,133,671

未払法人税等 220,586 148,878

預り金 3,284,818 3,699,779

賞与引当金 189,596 63,127

その他 1,381,296 1,477,395

流動負債合計 16,213,920 16,884,070

固定負債   

長期借入金 6,190,617 6,510,375

退職給付引当金 730,884 763,897

役員退職慰労引当金 425,739 274,941

資産除去債務 25,541 25,943

その他 925,771 988,343

固定負債合計 8,298,554 8,563,501

負債合計 24,512,474 25,447,571
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,772,784 1,772,784

資本剰余金 1,627,940 1,627,940

利益剰余金 9,117,355 9,285,678

自己株式 △330,666 △330,688

株主資本合計 12,187,413 12,355,714

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 193,381 155,642

為替換算調整勘定 － 863

その他の包括利益累計額合計 193,381 156,506

少数株主持分 111,413 124,938

純資産合計 12,492,208 12,637,159

負債純資産合計 37,004,683 38,084,730
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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 20,655,293 24,240,022

営業原価 18,520,743 22,274,715

営業総利益 2,134,550 1,965,307

販売費及び一般管理費   

役員報酬 235,095 244,883

給料及び手当 316,156 359,609

賞与引当金繰入額 6,239 7,731

退職給付費用 7,976 8,952

役員退職慰労引当金繰入額 20,125 19,107

その他 562,637 623,248

販売費及び一般管理費合計 1,148,231 1,263,532

営業利益 986,318 701,774

営業外収益   

受取利息 2,155 1,693

受取配当金 19,411 21,479

為替差益 － 4,914

その他 41,488 44,217

営業外収益合計 63,055 72,304

営業外費用   

支払利息 92,771 100,660

その他 15,657 7,791

営業外費用合計 108,429 108,452

経常利益 940,944 665,626

特別利益   

固定資産売却益 4,490 9,820

投資有価証券売却益 － 91,246

特別利益合計 4,490 101,066

特別損失   

固定資産除売却損 3,406 1,997

減損損失 － 109,138

特別損失合計 3,406 111,135

税金等調整前四半期純利益 942,028 655,557

法人税等 415,002 337,089

少数株主損益調整前四半期純利益 527,025 318,467

少数株主利益 10,789 9,479

四半期純利益 516,236 308,988
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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 527,025 318,467

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,559 △37,739

為替換算調整勘定 － 1,762

その他の包括利益合計 △1,559 △35,977

四半期包括利益 525,466 282,490

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 514,677 272,112

少数株主に係る四半期包括利益 10,789 10,378
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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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