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1. 平成29年3月期第2四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28年9月30日）

(2) 連結財政状態

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

営業収益 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 ％

29年3月期第2四半期 7,062 0.2 119 △42.4 69 △46.6 103 75.2
28年3月期第2四半期 7,046 △0.5 206 21.8 129 △15.4 59 14.3

（注）包括利益 29年3月期第2四半期 117百万円 （73.7％） 28年3月期第2四半期 67百万円 （△25.4％）

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

29年3月期第2四半期 21.85 21.76
28年3月期第2四半期 12.47 12.39

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

29年3月期第2四半期 19,443 4,771 23.6
28年3月期 18,381 4,673 24.5
（参考）自己資本 29年3月期第2四半期 4,587百万円 28年3月期 4,495百万円

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

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

28年3月期 ― 5.00 ― 7.50 12.50
29年3月期 ― 5.00
29年3月期（予想） ― 7.50 12.50

3. 平成29年 3月期の連結業績予想（平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日）
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

営業収益 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 14,500 1.8 240 △27.7 150 △25.4 320 377.6 67.56



(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 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(注)詳細は添付資料３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）

※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きの対象外であり、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き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
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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、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。

※ 注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 29年3月期2Q 5,651,000 株 28年3月期 5,651,000 株
② 期末自己株式数 29年3月期2Q 914,406 株 28年3月期 914,406 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年3月期2Q 4,736,594 株 28年3月期2Q 4,736,594 株
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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におけるわが国経済は、為替相場や株式市場の不安定な動きなどを背景に、企業収益

の停滞感が懸念されるなか、節約志向による個人消費の低迷と中国を始めとする新興国や資源国の景気減速に加

え、英国のＥＵ離脱決定の影響などもあり、依然として先行き不透明な状況が続きました。

このような経営環境のなかで当社グループは、各事業分野において顧客ニーズに対応したソリューション型の営

業活動及びＣＳ（顧客満足）活動を推進し、継続した３ＰＬ（企業物流の包括的受託）事業案件やアウトソーシン

グ案件の獲得と自社設備の効率的稼働及び原価低減努力を推し進めてまいりました。また、運送事業においては関

東地区での国際貨物輸送獲得の基盤を強化し、倉庫事業においてはトランクルーム事業及びレコードマネジメント

サービスの事業拡張に向けた新たな取り組みを実施してまいりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は、再生可能エネルギー事業において日射量の減少及び葬祭事

業において取扱い単価が減少しましたが、運送事業において関東地区での国際貨物輸送の取扱いが増加したことに

加え、倉庫事業及び乗用車販売事業ともほぼ前年並みに推移したことなどにより、7,062百万円（対前年同四半期

比100.2％）となりました。利益面におきましては、運送事業及び倉庫事業において輸送車両・物流機器の代替等

による減価償却費や倉庫メンテナンス費用が増加したことと採石事業に関わる先行投資及び行政対応による費用が

増加したことなどにより、営業利益は、119百万円（対前年同四半期比57.6％）、経常利益は、69百万円（対前年

同四半期比53.4％）となりましたが、親会社株主に帰属する四半期純利益については、海外連結子会社（２社）の

解散に伴う税金費用の減少等により、103百万円（対前年同四半期比175.2％）となりました。

　

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて5.8％増加し、19,443百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べて10.9％増加し、5,786百万円となりました。これは、現金及び預金が339百

万円増加したことなどによります。固定資産は、前連結会計年度末に比べて3.7％増加し、13,656百万円となりま

した。これは、有形固定資産が254百万円増加したことなどによります。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて7.0％増加し、14,671百万円となりまし

た。流動負債は、前連結会計年度末に比べて3.6％増加し、6,593百万円となりました。これは、短期借入金が654

百万円減少したものの、その他（預り金）が865百万増加したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度

末に比べて10.0％増加し、8,077百万円となりました。これは、長期借入金が629百万円増加したことなどによりま

す。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2.1％増加し、4,771百万円となりまし

た。これは、利益剰余金が86百万円増加したことなどによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の業績予想につきましては、第２四半期の業績及び第３四半期以降の当社グループの事業環境並びに顧客企

業が属する業界動向等を踏まえ、平成28年５月13日付「平成28年３月期決算短信」にて公表しました通期業績予想

（連結）を修正しております。

詳細は、平成28年11月７日付にて別途開示しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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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

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する摘要指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日。以下「回

収可能性摘要指針」という。）を当第１四半期連結会計期間から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計

処理の方法の一部を見直しております。

回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、

当第１四半期連結会計期間の期首時点において回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを適用した

場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の額と、前連結会計年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の額との差額

を、当第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加算しております。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首において、繰延税金資産（流動資産）が４百万円、繰延税金資産

（投資その他の資産）が14百万円、利益剰余金が18百万円増加しております。

　

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附

属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
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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28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,806,499 2,145,666

受取手形及び営業未収入金 1,492,968 1,582,029

商品 913,241 872,269

貯蔵品 42,734 57,809

その他 999,337 1,172,721

貸倒引当金 △38,927 △44,188

流動資産合計 5,215,854 5,786,307

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,597,870 3,599,180

機械装置及び運搬具（純額） 1,989,009 2,021,397

土地 4,932,775 4,940,502

建設仮勘定 686,100 914,781

その他（純額） 319,519 304,121

有形固定資産合計 11,525,275 11,779,984

無形固定資産 60,395 55,241

投資その他の資産

その他 1,609,895 1,851,918

貸倒引当金 △30,379 △30,309

投資その他の資産合計 1,579,516 1,821,609

固定資産合計 13,165,187 13,656,835

資産合計 18,381,041 19,443,142

決算短信（宝印刷） 2016年11月04日 18時55分 4ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



センコン物流株式会社(9051) 平成29年３月期 第２四半期決算短信

― 5 ―

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 1,701,656 1,776,058

短期借入金 1,442,000 787,500

1年内返済予定の長期借入金 1,943,362 2,008,904

リース債務 134,669 158,636

未払法人税等 90,602 45,937

賞与引当金 106,150 86,550

役員賞与引当金 30,000 -

災害損失引当金 21,681 21,681

その他 896,706 1,708,684

流動負債合計 6,366,827 6,593,951

固定負債

長期借入金 6,175,941 6,804,984

リース債務 641,034 725,592

役員退職慰労引当金 140,703 146,210

退職給付に係る負債 213,892 218,460

資産除去債務 39,350 39,599

その他 129,355 142,948

固定負債合計 7,340,276 8,077,796

負債合計 13,707,104 14,671,748

純資産の部

株主資本

資本金 1,262,736 1,262,736

資本剰余金 1,188,979 1,188,979

利益剰余金 2,629,731 2,716,271

自己株式 △603,693 △603,693

株主資本合計 4,477,754 4,564,294

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △3,560 △371

為替換算調整勘定 13,983 16,404

退職給付に係る調整累計額 7,766 7,504

その他の包括利益累計額合計 18,189 23,537

新株予約権 25,342 23,137

非支配株主持分 152,651 160,425

純資産合計 4,673,937 4,771,394

負債純資産合計 18,381,041 19,443,142
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

営業収益 7,046,213 7,062,901

営業原価 5,960,846 6,041,699

営業総利益 1,085,366 1,021,202

販売費及び一般管理費 878,494 902,013

営業利益 206,872 119,188

営業外収益

受取利息 13,745 15,346

受取配当金 7,736 3,633

受取保険金 6,174 39

投資有価証券売却益 - 1,697

補助金収入 8,150 350

その他 13,383 9,948

営業外収益合計 49,190 31,015

営業外費用

支払利息 51,701 46,954

投資有価証券売却損 1,373 -

持分法による投資損失 65,031 4,391

貸倒引当金繰入額 - 5,000

為替差損 1,404 18,337

その他 7,104 6,426

営業外費用合計 126,614 81,109

経常利益 129,447 69,094

特別利益

固定資産売却益 11,342 7,527

投資有価証券売却益 10,171 -

退職給付制度改定益 30,781 -

その他 1,139 2,204

特別利益合計 53,435 9,731

特別損失

固定資産除却損 0 1,193

投資有価証券評価損 - 561

特別損失合計 0 1,754

税金等調整前四半期純利益 182,883 77,072

法人税、住民税及び事業税 61,745 34,665

法人税等調整額 53,036 △70,242

法人税等合計 114,781 △35,577

四半期純利益 68,101 112,649

非支配株主に帰属する四半期純利益 9,030 9,149

親会社株主に帰属する四半期純利益 59,071 103,500
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

四半期純利益 68,101 112,649

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △14,444 3,189

為替換算調整勘定 △1,015 2,421

退職給付に係る調整額 15,273 △262

その他の包括利益合計 △187 5,348

四半期包括利益 67,914 117,998

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 58,884 108,849

非支配株主に係る四半期包括利益 9,030 9,149
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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）

該当以降はありません。

（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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