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(百万円未満切捨て)

１．平成28年３月期第２四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27年９月30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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年３月期第２四半期 2,213 0.5 36 ― 61 182.5 66 523.7

27年３月期第２四半期 2,202 ― △8 ― 21 ― 10 ―

(注) 包括利益 28年３月期第２四半期 19 百万円 (△71.4％) 27年３月期第２四半期 68 百万円 ( ―％)
　

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

28年３月期第２四半期 4.40 ―

27年３月期第２四半期 0.71 ―
※ 平成27年３月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成27年３月期第２四半期の対前年

同四半期増減率については記載しておりません。

（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 ％

28年３月期第２四半期 5,700 3,644 63.9

27年３月期 6,145 3,639 59.2

(参考) 自己資本 28年３月期第２四半期 3,644 百万円 27年３月期 3,639 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

27年３月期 ― ― ― 1.00 1.00

28年３月期 ― ―

28年３月期(予想) ― ― ―
(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28年３月期(予想)の期末配当金については、未定であります。

３．平成28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 4,400 △5.8 40 △30.0 70 △34.0 70 △16.1 4.66
(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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※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

　 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 ： 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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（注）詳細は添付資料４ページ、「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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 28年３月期２Ｑ 15,400,000株 27年３月期 15,400,000株

② 期末自己株式数 28年３月期２Ｑ 381,232株 27年３月期 381,232株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期２Ｑ 15,018,768株 27年３月期２Ｑ 15,020,168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

1.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り大きく異なる可能性があります。

2.平成28年３月期の配当金につきましては、現時点では未定とさせていただきます。今後の事業推移や業績見通しを

勘案の上で、決定次第速やかに開示を行う予定です。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、好調な企業業績や雇用・所得環境の改善を背景に、景気は緩やかな回

復基調となりましたが、中国をはじめとする新興国経済の減速の影響が懸念され、先行きについては不透明な状況で

推移しました。

このような情勢のもと、当社グループは、より質の高い物流サービスの提供による既存顧客の維持と顧客ニーズへ

の柔軟な対応による新規貨物の誘致のために、積極的な営業活動に取り組みました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は22億１千３百万円となり、前年同期に比べ１千１百万円、0.5％の

増収となりました。

売上原価につきましては、修理維持費や減価償却費が減少したことから、19億６千１百万円となり、前年同期に比

べ４千１百万円、2.1％の減少となりました。一方、販売費及び一般管理費については、２億１千５百万円となり、前

年同期に比べ７百万円、3.8％の増加となりました。

以上により、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、３千６百万円（前年同期は、８百万円の営業損失）となり

ました。経常利益は、受取配当金を収受したことなどにより、６千１百万円となり、前年同期に比べ３千９百万円、

182.5％の増益となりました。

親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、６千６百万円となり、前年同期に比べ５千５百万円、523.7％

の増益となりました。

　

セグメント別の営業の概況は、次のとおりです。

（ばら貨物セグメント）

ばら貨物については、石炭の入着数量が回復基調となったことなどにより、取扱数量は前年同期を少し上回りま

したが、海上運送業務の取扱数量は減少しました。

以上により、ばら貨物セグメントの売上高は10億８千４百万円となり、前年同期に比べ５百万円、0.5％の減収と

なりました。

（液体貨物セグメント）

液体貨物については、タンク稼働率の低下や工業原料油の運送業務の終了などの影響はありましたが、比較的荷

動きが好調な重油タンクに係る売上が寄与しました。

以上により、液体貨物セグメントの売上高は６億２千２百万円となり、前年同期に比べ５千７百万円、10.3％の

増収となりました。

（物流倉庫セグメント）

物流倉庫については、危険物倉庫を荷動きの少ない塗料の原材料倉庫としたことや、低温倉庫と冷蔵倉庫の取扱

数量が減少したことなどにより、倉庫全般の荷役業務は低調に推移しました。

以上により、物流倉庫セグメントの売上高は４億９千２百万円となり、前年同期に比べ４千万円、7.6％の減収と

なりました。

（その他のセグメント）

その他のセグメントの売上高については、主に売電事業により、前年同期並みの１千３百万円となりました。
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（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２四半期連結会計期間末の総資産は57億円となり、前連結会計年度末に比べて４億４千４百万円減少しまし

た。これは当社敷地の借地料に係る前払費用（流動資産その他）が増加するなどしたものの、借地料の支払などに

より現金及び預金が減少したほか、減価償却の実施などにより有形固定資産が減少するなどしたことによるもので

す。

負債合計につきましては、長期借入金や役員退職慰労引当金などが減少したことから、前連結会計年度末に比べ

て４億４千９百万円減少し、20億５千６百万円となりました。

純資産合計につきましては、保有する株式等の時価の下落によりその他有価証券評価差額金は減少したものの利

益剰余金の増加により前連結会計年度末に比べて４百万円増加し、36億４千４百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは前払費用の増加額などにより

２億１千２百万円の資金減少となりました。投資活動によるキャッシュ・フローでは固定資産の売却による収入な

どにより１千１百万円の資金増加となりました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、２億７百万円の資金減

少となりました。これらの結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は３

億９千９百万円となり、前連結会計年度末に比べて４億８百万円減少しました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローでは、２億１千２百万円の資金減少（前年同四半期は６千３百万円の資金

減少）となりました。これは税金等調整前四半期純利益を６千７百万円、減価償却費を１億５千８百万円計上す

るなどしたものの、前払費用の増加額が２億７千４百万円、役員退職慰労引当金の減少額が５千４百万円あるな

どしたことによるものです。なお、前払費用については、当社敷地に係る借地料の下半期６ヶ月分（10～３月分）

を９月に支払っております。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローでは有形固定資産の取得による支出２千４百万円などがありましたが、固

定資産の売却による収入が５千５百万円あったことなどから１千１百万円の資金増加（前年同四半期は９千６百

万円の資金減少）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローでは長期借入金の返済による支出が１億７千７百万円、配当金の支払額が

１千５百万円あるなどしたため２億７百万円の資金減少（前年同四半期は１億１千９百万円の資金減少）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28年3月期の通期の連結業績予想につきましては、平成27年5月15日に公表しました業績予想数値から変更して

おりません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

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）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、

「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25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び

「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）

等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額

を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更い

たしました。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定

による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方

法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、

前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っ

ております。

当第２四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会

社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載

し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売

却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する方

法に変更しております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及び

事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点

から将来にわたって適用しております。

なお、当第２四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
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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27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 808,200 399,629

受取手形及び売掛金 533,814 448,147

有価証券 30,000 30,000

貯蔵品 23,636 25,288

その他 55,742 322,830

貸倒引当金 △4,661 △3,491

流動資産合計 1,446,732 1,222,406

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,376,037 1,283,541

その他 701,654 619,768

有形固定資産合計 2,077,692 1,903,309

無形固定資産

のれん 7,598 6,648

その他 182,443 183,409

無形固定資産合計 190,041 190,057

投資その他の資産

投資有価証券 1,981,996 1,943,573

その他 448,613 441,202

投資その他の資産合計 2,430,609 2,384,776

固定資産合計 4,698,343 4,478,143

資産合計 6,145,076 5,700,549

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 257,868 211,865

1年内返済予定の長期借入金 314,680 274,320

未払法人税等 9,545 6,237

賞与引当金 40,453 35,889

その他 374,400 240,838

流動負債合計 996,948 769,150

固定負債

長期借入金 605,930 468,770

役員退職慰労引当金 111,594 57,483

環境対策引当金 56,625 54,526

退職給付に係る負債 1,118 1,834

資産除去債務 20,355 20,506

その他 712,803 683,906

固定負債合計 1,508,426 1,287,028

負債合計 2,505,374 2,056,179
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 770,000 770,000

資本剰余金 365,161 365,161

利益剰余金 1,799,843 1,850,881

自己株式 △54,246 △54,246

株主資本合計 2,880,758 2,931,797

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 758,942 712,573

その他の包括利益累計額合計 758,942 712,573

純資産合計 3,639,701 3,644,370

負債純資産合計 6,145,076 5,700,549
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 2,202,017 2,213,198

売上原価 2,003,018 1,961,179

売上総利益 198,998 252,019

販売費及び一般管理費 207,321 215,275

営業利益又は営業損失（△） △8,322 36,743

営業外収益

受取利息 735 585

受取配当金 22,174 23,237

その他 16,239 9,553

営業外収益合計 39,150 33,376

営業外費用

支払利息 8,951 7,292

その他 10 1,044

営業外費用合計 8,961 8,336

経常利益 21,866 61,782

特別利益

保険解約返戻金 - 3,733

ゴルフ会員権売却益 - 3,229

固定資産売却益 - 2,864

特別利益合計 - 9,827

特別損失

固定資産除売却損 4,672 3,800

特別損失合計 4,672 3,800

税金等調整前四半期純利益 17,194 67,809

法人税、住民税及び事業税 3,720 2,516

法人税等調整額 2,882 △764

法人税等合計 6,602 1,752

四半期純利益 10,591 66,057

親会社株主に帰属する四半期純利益 10,591 66,057
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純利益 10,591 66,057

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 58,178 △46,369

その他の包括利益合計 58,178 △46,369

四半期包括利益 68,770 19,687

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 68,770 19,687
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27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 17,194 67,809

減価償却費 180,805 158,567

のれん償却額 949 949

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,711 △1,170

賞与引当金の増減額（△は減少） 20,518 △4,563

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △28 715

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △5,773 667

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,760 △54,111

環境対策引当金の増減額（△は減少） △2,444 △2,098

受取利息及び受取配当金 △22,910 △23,822

支払利息 8,951 7,292

保険解約損益（△は益） - △3,733

ゴルフ会員権売却損益（△は益） - △3,229

有形固定資産売却損益（△は益） - △2,864

有形固定資産除売却損益（△は益） 4,672 3,800

売上債権の増減額（△は増加） △65,267 85,666

たな卸資産の増減額（△は増加） △338 △1,652

仕入債務の増減額（△は減少） 48,023 △46,003

未払又は未収消費税等の増減額 19,048 △32,104

前払費用の増減額（△は増加） △277,964 △274,528

その他 △5,463 △97,935

小計 △73,978 △222,348

利息及び配当金の受取額 22,919 23,820

利息の支払額 △9,067 △7,151

法人税等の支払額 △3,267 △6,630

営業活動によるキャッシュ・フロー △63,393 △212,309

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 △82,282 △24,104

固定資産の売却による収入 3,500 55,785

投資有価証券の取得による支出 △10,000 △29,976

有価証券の償還による収入 10,000 -

その他 △18,033 9,962

投資活動によるキャッシュ・フロー △96,815 11,666

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 85,000 -

短期借入金の返済による支出 △235,000 -

長期借入れによる収入 250,000 -

長期借入金の返済による支出 △179,180 △177,520

社債の償還による支出 △10,000 -

リース債務の返済による支出 △6,810 △6,630

自己株式の取得による支出 △176 -

配当金の支払額 △14,965 △15,049

その他 △8,725 △8,725

財務活動によるキャッシュ・フロー △119,857 △207,926
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

現金及び現金同等物に係る換算差額 65 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △280,001 △408,570

現金及び現金同等物の期首残高 729,877 808,200

現金及び現金同等物の四半期末残高 449,875 399,629
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（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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

① 生産及び受注の状況

該当事項はありません。

② 販売実績

作業別売上実績をセグメント別に示すと次の通りであります。

　

セグメント

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間 前連結会計年度
(平成26年4月～平成26年9月) (平成27年4月～平成27年9月) (平成26年4月～平成27年3月)

数量 金額 構成比 数量 金額 構成比 数量 金額 構成比
(千㌧・
千KL)

(千円) (％)
(千㌧・
千KL)

(千円) (％)
(千㌧・
千KL)

(千円) (％)

ばら貨物セグメント

　荷役業務 1,340 440,195 1,404 449,870 3,080 966,765

　海上運送業務 274 230,680 256 184,048 709 565,142

　野積保管業務 1,406 73,771 1,446 73,982 2,880 164,385

　倉庫保管業務 182 82,108 189 86,125 374 167,135

　陸上運送業務 192,214 203,776 384,653

　その他業務 70,928 86,658 177,855

計 1,089,899 49 1,084,462 49 2,425,937 52

液体貨物セグメント

　荷役業務 369 110,847 376 96,178 720 216,087

　保管業務 651 353,868 609 334,854 1,293 705,707

　陸上運送業務 64,195 47,555 132,342

　その他業務 35,415 143,628 130,584

計 564,326 26 622,216 28 1,184,721 25

物流倉庫セグメント

(危険物倉庫)

　荷役業務 13,467 2,583 17,543

　保管業務 53,199 53,199 106,398

　その他業務 750 1,149 2,180

　小計 (67,417) (3) (56,931) (3) (126,121) (3)

(低温倉庫)

　荷役業務 254,035 239,384 490,262

　保管業務 64,200 57,499 128,400

　その他業務 360 360 720

　小計 (318,595) (14) (297,244) (13) (619,382) (13)

(冷蔵倉庫)

　荷役業務 42,184 37,113 80,140

　保管業務 60,137 56,701 123,709

　陸上運送業務 4,185 4,308 8,175

　その他業務 1,290 1,037 2,743

　小計 (107,798) (5) (99,162) (4) (214,769) (4)

(食材加工施設)

　保管業務 39,605 39,605 79,210

　小計 (39,605) (2) (39,605) (2) (79,210) (2)

計 533,416 24 492,943 22 1,039,485 22

その他

　その他業務 14,375 1 13,576 1 23,070 0

合 計 2,202,017 100 2,213,198 100 4,673,213 100

液体貨物セグメント

　 品種別内訳

石油類 (321) (448,472) (79) (336) (514,488) (83) (644) (965,767) (82)

　白油 161 132,564 159 130,029 335 269,253

　重油 98 141,920 119 242,392 184 281,466

　工業原料油 35 147,279 35 115,985 61 360,018

　アスファルト 26 26,708 21 26,081 62 55,029

化学品類 (47) (115,853) (21) (40) (107,727) (17) (76) (218,953) (18)

計 369 564,326 100 376 622,216 100 720 1,184,721 100
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