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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

 平成２７年４月１日から９月３０日までの６ヶ月間（以下、当第２四半期）におけるわが国経済は、政府の経済

再生に向けた各種政策の効果を背景に企業収益や雇用情勢に改善傾向が見られる中で、緩やかな回復基調が続いて

いるものの、そのペースは鈍いものにとどまっていると認識しており、当社グループの拠点であります新潟港にお

いては、コンテナ貨物の取扱数量の回復が見られず、輸出入ともに前年同四半期比で減少しております。

 このような事業環境にあって当社グループは、不動産部門、機械販売部門、ホテル事業部門の業績は、前年同四

半期と比べて堅調に推移いたしました。一方、主力である運輸部門におきましては、第１四半期と同様に一般貨物

の取扱数量は概ね堅調に推移いたしましたが、コンテナ貨物の荷動きは依然低調なものとなっております。

 これらの結果、当第２四半期の売上高は８３億６千万円（前年同四半期比２．３％の減収）となりましたが、経

費の圧縮に努めた結果、営業利益は３億５千３百万円（前年同四半期比３６．９％の増益）、経常利益は３億５千

４百万円（前年同四半期比４０．８％の増益）となりました。また、前年度に清算した子会社から繰越欠損金を引

き継いだことなどにより法人税等が減少した結果、親会社株主に帰属する四半期純利益は２億５千４百万円（前年

同四半期比８７．１％の増益）となりました。

 

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

（運輸部門）

 新規貨物獲得や既存荷主の取扱拡充に努めて参りましたが、円安の影響が尾を引いている中、日用品量販店向け

を中心とした輸入コンテナ貨物や、前年同四半期で増加した木材の輸入が当第２四半期は伸び悩み、当社運輸部門

及び運輸系子会社を合わせた港湾運送事業における船内取扱数量は、２９２万９千トン（前年同四半期比５．２％

の減少）となりました。

 これらの結果、当社運輸部門と運輸系子会社４社を合わせた同部門の売上高は５０億５百万円（前年同四半期比

８．１％の減収）、セグメント利益は１億１千万円（前年同四半期比８．７％の減益）となりました。

 

（不動産部門）

 新規の短期土地使用契約が増加したことに加え、賃貸物件の修繕費が前年同四半期と比べて減少したため、同部

門の売上高は１億６千１百万円（前年同四半期比０．３％の増収）、セグメント利益は９千８百万円（前年同四半

期比１６．１％の増益）となりました。

 

（機械販売部門）

 整備関係の売上高は伸び悩んだものの、建設機械販売及び建機部品販売が好調に推移した結果、同部門の売上高

は７億６千３百万円（前年同四半期比４３．２％の増収）、セグメント損失は１千４百万円（前年同四半期は２千

８百万円のセグメント損失）となりました。

 

（ホテル事業部門）

 株式会社ホテル新潟では、婚礼宴会の受注件数が減少いたしましたが、宿泊部門やレストラン部門、一般宴会部

門が好調に推移し、また経費面においては前年度に実施した設備投資の効果や電気、ガス料金の値下がり等により

光熱費が圧縮されたことにより、前年同四半期比で増収増益となりました。

 株式会社ホテル大佐渡では、インターネット予約客や修学旅行客の増加等により、前年同四半期比で増収増益と

なりました。

 これらの結果、同部門の売上高は１５億１千３百万円（前年同四半期比４．５％の増収）、セグメント利益は１

億３千万円（前年同四半期比１０８．４％の増益）となりました。

 

（商品販売部門）

 主力商品である住宅資材やセメントの出荷量は伸び悩んだものの、人員配置の見直し等による経費削減の結果、

同部門の売上高は８億９百万円（前年同四半期比６．５％の減収）、セグメント利益は１千６百万円（前年同四半

期比７０６．６％の増益）となりました。

 

（その他）

 産業廃棄物処理業、保険代理店業、ＯＡ機器販売等を合わせたその他の売上高は１億６千６百万円（前年同四半

期比８．４％の減収）、セグメント利益は１千万円（前年同四半期比２７．６％の減益）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

 当第２四半期連結会計期間末の資産の部は、前連結会計年度末と比べて１億１千７百万円減少し、３６７億２千

７百万円となりました。この主な要因は、前連結会計年度末にありました未収還付法人税等２億５千６百万円の還

付を受け、なくなったことであります。

 負債の部は、前連結会計年度末と比べて２億４千５百万円減少し、２２７億４千５百万円となりました。この主

な要因は、短期借入金、長期借入金、社債といった有利子負債の減少５億２千７百万円であります。 

 純資産の部は、前連結会計年度末と比べて１億２千７百万円増加し、１３９億８千２百万円となりました。この

主な要因は、利益剰余金の増加１億６千９百万円であります。

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 連結通期業績予想につきましては、平成２７年１１月６日に公表いたしました「平成２８年３月期第２四半期連

結業績予想値と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおり、平成２７年５月

１３日の決算短信にて発表しました連結業績予想を修正しております。

 当社の主力部門である運輸部門においては、一般貨物は堅調に推移する見込みでありますが、円安傾向による輸

入価格上昇の影響が継続し、コンテナ貨物の荷動きは引き続き鈍いものとなる見込みであります。また、機械販売

部門やホテル事業部門においては、上期同様に下期も概ね順調に推移する見込みであります。

 利益面につきましては、運輸部門では下期も引き続き燃料価格が低水準で推移する見込みであり、ホテル事業部

門においても、上期の当初予想に対する増益分が通期の差益を押し上げる見込みであります。 

 これらのことを踏まえ、連結通期業績予想を下表のとおり修正いたしました。 

 なお、上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実際の業績は予想と異

なる可能性があります。

 

平成２８年３月期連結業績予想（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日） 

 
売上高 

（百万円） 

営業利益 

（百万円） 

経常利益 

（百万円） 

親会社株主に帰

属する当期純利

益（百万円） 

前回発表予想（Ａ） 16,360 470 400 230 

今回修正予想（Ｂ） 16,250 590 550 340 

増減額（Ｂ－Ａ） △110 120 150 110 

増減率（％） △0.7 25.5 37.5 47.8 

（ご参考）前期実績 

（平成２７年３月期） 
16,915 519 491 305 

（注）「前回発表予想」は、平成２７年５月１３日付の公表値、「今回修正予想」は平成２７年１１月６日付の公

表値であります。
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）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等の適用）

 「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しております。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しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分

から非支配株主持分へ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。

 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 447,787 574,495 

受取手形及び営業未収入金 3,368,921 3,567,479 

たな卸資産 96,138 118,389 

繰延税金資産 131,068 247,925 

未収還付法人税等 256,908 － 

その他 117,877 106,481 

貸倒引当金 △4,653 △3,837 

流動資産合計 4,414,049 4,610,934 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 21,936,786 21,901,345 

減価償却累計額 △15,030,026 △15,203,942 

建物及び構築物（純額） 6,906,760 6,697,403 

機械装置及び運搬具 2,354,413 2,413,203 

減価償却累計額 △1,972,916 △2,001,163 

機械装置及び運搬具（純額） 381,497 412,039 

土地 21,404,626 21,400,884 

リース資産 495,817 556,902 

減価償却累計額 △218,705 △261,076 

リース資産（純額） 277,112 295,825 

建設仮勘定 4,892 36,946 

その他 1,149,434 1,155,186 

減価償却累計額 △1,004,215 △1,021,557 

その他（純額） 145,219 133,628 

有形固定資産合計 29,120,108 28,976,729 

無形固定資産    

リース資産 8,506 7,003 

その他 10,180 10,482 

無形固定資産合計 18,687 17,486 

投資その他の資産    

投資有価証券 2,913,731 2,838,807 

繰延税金資産 61,554 61,018 

その他 531,283 437,374 

貸倒引当金 △220,281 △219,992 

投資その他の資産合計 3,286,288 3,117,207 

固定資産合計 32,425,084 32,111,423 

繰延資産    

社債発行費 5,831 5,102 

繰延資産合計 5,831 5,102 

資産合計 36,844,965 36,727,460 
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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) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び営業未払金 1,702,008 1,885,768 

短期借入金 4,100,000 3,750,000 

1年内返済予定の長期借入金 2,982,979 2,940,371 

1年内償還予定の社債 100,000 100,000 

リース債務 97,122 97,703 

未払法人税等 28,335 64,622 

賞与引当金 315,060 322,844 

環境対策引当金 4,659 1,478 

その他 719,672 664,094 

流動負債合計 10,049,838 9,826,884 

固定負債    

社債 350,000 300,000 

長期借入金 4,962,733 4,877,599 

リース債務 199,221 219,351 

繰延税金負債 1,207,501 1,326,354 

再評価に係る繰延税金負債 5,147,107 5,147,107 

役員退職慰労引当金 91,744 26,419 

退職給付に係る負債 757,175 757,589 

資産除去債務 95,183 96,212 

その他 130,107 167,844 

固定負債合計 12,940,773 12,918,478 

負債合計 22,990,612 22,745,362 

純資産の部    

株主資本    

資本金 1,950,000 1,950,000 

資本剰余金 809,241 809,241 

利益剰余金 1,855,489 2,024,806 

自己株式 △6,915 △6,915 

株主資本合計 4,607,814 4,777,131 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 700,300 648,443 

土地再評価差額金 8,677,199 8,681,632 

退職給付に係る調整累計額 △130,961 △125,110 

その他の包括利益累計額合計 9,246,538 9,204,965 

純資産合計 13,854,353 13,982,097 

負債純資産合計 36,844,965 36,727,460 
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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    

運輸作業収入 4,903,196 4,515,796 

港湾営業収入 97,850 88,575 

不動産売上高 148,872 149,377 

機械営業収入 506,697 744,203 

ホテル営業収入 1,443,094 1,509,174 

商品売上高 838,655 790,972 

その他の事業収入 620,257 562,850 

売上高合計 8,558,624 8,360,951 

売上原価    

運輸作業費 4,501,511 4,145,656 

港湾営業費 86,173 77,244 

不動産売上原価 65,459 54,666 

機械営業費 481,182 710,024 

ホテル営業費 1,214,802 1,217,836 

商品売上原価 823,979 767,360 

その他の事業費用 403,992 351,882 

売上原価合計 7,577,101 7,324,671 

売上総利益 981,522 1,036,280 

販売費及び一般管理費 723,361 682,981 

営業利益 258,161 353,298 

営業外収益    

受取利息 145 2,807 

受取配当金 36,720 43,308 

貸倒引当金戻入額 － 1,105 

保険解約返戻金 13,400 9,192 

雑収入 18,731 10,026 

営業外収益合計 68,998 66,440 

営業外費用    

支払利息 72,187 62,153 

雑支出 2,820 2,624 

営業外費用合計 75,008 64,778 

経常利益 252,152 354,961 

特別利益    

固定資産売却益 6,605 3,515 

特別利益合計 6,605 3,515 

特別損失    

固定資産処分損 5,695 18,588 

投資有価証券清算損 2,625 － 

ゴルフ会員権評価損 － 225 

特別損失合計 8,321 18,813 

税金等調整前四半期純利益 250,435 339,662 

法人税、住民税及び事業税 137,341 60,850 

法人税等調整額 △23,045 24,132 

法人税等合計 114,296 84,982 

四半期純利益 136,139 254,679 

親会社株主に帰属する四半期純利益 136,139 254,679 

 

- 7 -

株式会社リンコーコーポレーション（9355）　平成28年３月期　第２四半期決算短信



（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 136,139 254,679 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 123,654 △51,857 

退職給付に係る調整額 54,878 5,850 

その他の包括利益合計 178,532 △46,006 

四半期包括利益 314,672 208,673 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 314,672 208,673 
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（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）

 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。

 

（セグメント情報等）

（セグメント情報）

Ⅰ 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）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

              （単位：千円） 

  報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
  運輸部門 

不動産部
門 

機械販売 
部門 

ホテル事業 
部門 

商品販売 
部門 

計 

売上高                

外部顧客への

売上高 
5,441,832 148,872 506,697 1,443,094 838,655 8,379,152 179,472 8,558,624 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

2,720 12,332 26,783 4,462 26,518 72,817 2,356 75,173 

計 5,444,552 161,205 533,481 1,447,556 865,173 8,451,969 181,828 8,633,798 

セグメント利益

又は 

損失（△） 

121,290 84,983 △28,786 62,600 2,012 242,100 14,848 256,949 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＯＡ機器の販売、保険代理店業務、産

業廃棄物の処理業務等を含んでおります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

  （単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 242,100

「その他」の区分の利益 14,848

セグメント間取引消去 129

その他の調整額 1,082

四半期連結損益計算書の営業利益 258,161

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 該当事項はありません。
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Ⅱ 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）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

              （単位：千円） 

  報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
  運輸部門 

不動産部
門 

機械販売 
部門 

ホテル事業 
部門 

商品販売 
部門 

計 

売上高                

外部顧客への

売上高 
5,001,250 149,377 744,203 1,509,174 790,972 8,194,979 165,971 8,360,951 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

4,420 12,332 19,755 4,229 18,122 58,860 637 59,497 

計 5,005,671 161,709 763,958 1,513,404 809,095 8,253,839 166,609 8,420,449 

セグメント利益

又は 

損失（△） 

110,750 98,636 △14,310 130,430 16,231 341,738 10,750 352,488 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＯＡ機器の販売、保険代理店業務、産

業廃棄物の処理業務等を含んでおります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

  （単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 341,738

「その他」の区分の利益 10,750

セグメント間取引消去 504

その他の調整額 305

四半期連結損益計算書の営業利益 353,298

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 該当事項はありません。
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