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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第３四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年12月31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 ％

29年３月期第３四半期 3,123 △6.7 10 △86.9 52 △56.8 6 △94.9

28年３月期第３四半期 3,347 0.4 76 491.0 122 98.0 125 175.0

(注) 包括利益 29年３月期第３四半期 300 百万円 (110.3％) 28年３月期第３四半期 142 百万円 (△5.0％)

　

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３四半期 0.43 ―

28年３月期第３四半期 8.33 ―
　

（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 ％

29年３月期第３四半期 5,502 3,769 68.5

28年３月期 5,440 3,484 64.0

(参考) 自己資本 29年３月期第３四半期 3,769 百万円 28年３月期 3,484 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

28年３月期 ― ― ― 1.00 1.00

29年３月期 ― ― ―

29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29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)

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 4,300 △3.7 20 △76.4 60 △54.9 10 △93.6 0.67

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 29年３月期３Ｑ 15,400,000株 28年３月期 15,400,000株

② 期末自己株式数 29年３月期３Ｑ 383,808株 28年３月期 382,432株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期３Ｑ 15,017,140株 28年３月期３Ｑ 15,018,768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29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３四半期連結累計期間のわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善により緩やかな回復基調にありますが、新

興国の経済成長の減速懸念に加え、海外の政治・経済が及ぼす為替相場や株式市場などへの影響の高まりなどにより、

経済環境は依然として不安定であり、景気の先行き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を提案、お客様ニーズにフレキシブルに対応

する一方、新規のお客様や新規貨物の誘致勧誘を行うなど、積極的な営業活動に取り組みました。

しかしながら、当第３四半期連結累計期間においては、ばら貨物の売上高は増加したものの、液体貨物の貨物運送

業務が前年同期に終了したことや、危険物倉庫が休止中であることなどにより、売上高は31億２千３百万円となり、

前年同期に比べ２億２千３百万円、6.7％の減収となりました。

売上原価につきましては、荷役関係諸払費や減価償却費が減少したことなどから、27億８千２百万円となり、前年

同期に比べ１億６千万円、5.5％の減少となりました。また、販売費及び一般管理費については、３億３千万円、前年

同期に比べ４百万円、1.3％の増加となりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、１千万円となり、前年同期に比べ６千６百万円、86.9％の減

益となりました。また、経常利益は、受取配当金を収受したことなどにより５千２百万円となり、前年同期に比べ６

千９百万円、56.8％の減益となりました。

親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、危険物倉庫改良工事における撤去費用などを特別損失に計上

したことから、６百万円となり、前年同期に比べ１億１千８百万円、94.9％の減益となりました。

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、コークスの取扱数量の減少が影響しましたが、主力貨物の石炭が堅調に推移したことによ

り、ばら貨物セグメントの売上高は17億５千１百万円となり、前年同期に比べ２千７百万円、1.6％の増収となりま

した。

（液体貨物セグメント）

液体貨物については、新規顧客などのタンク利用を誘致したものの、全体的に荷動きが低調に推移したほか、工

業原料油の運送業務が前年同期中に終了したことや重油タンクの特殊作業が減少したことから、液体貨物セグメン

トの売上高は６億８千４百万円となり、前年同期に比べ１億６千２百万円、19.1％の大幅な減収となりました。

（物流倉庫セグメント）

物流倉庫については、冷蔵倉庫の売上高は前年同期に比べ増加したものの、危険物倉庫が新規のお客様の準備の

ために休止中であることなどから、物流倉庫セグメントの売上高は６億６千９百万円となり、前年同期に比べ８千

８百万円、11.6％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１千７百万円となりました。

　

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の総資産は55億２百万円となり、前連結会計年度末に比べて６千２百万円増加しまし

た。これは現金及び預金のほか、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ものの、保有株式の時

価の上昇等により投資有価証券が増加したことなどによるものであります。

負債合計につきましては、返済が進み長期借入金が減少したことなどから、前連結会計年度末に比べて２億２千２

百万円減少し、17億３千３百万円となりました。

純資産合計につきましては、その他有価証券評価差額金の増加したことなどにより前連結会計年度末に比べて２億

８千５百万円増加し、37億６千９百万円となりました。

　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年３月期の通期の連結業績予想につきましては、平成28年５月13日に公表しました業績予想数値を変更いた

しました。

詳細につきましては、平成29年１月31日公表の「平成29年３月期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧くださ

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）

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）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以降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。

この変更が当第３四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。

（４）追加情報

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四半

期連結会計期間から適用しております。
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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３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,028,076 489,766

受取手形及び売掛金 381,924 497,951

有価証券 49,995 59,999

貯蔵品 21,809 25,016

その他 40,317 200,407

貸倒引当金 △3,041 △3,693

流動資産合計 1,519,083 1,269,447

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,212,744 1,125,413

その他 575,212 523,391

有形固定資産合計 1,787,957 1,648,804

無形固定資産

のれん 5,698 4,274

その他 184,416 181,972

無形固定資産合計 190,115 186,246

投資その他の資産

投資有価証券 1,508,974 1,927,497

その他 433,968 470,861

投資その他の資産合計 1,942,942 2,398,359

固定資産合計 3,921,015 4,233,410

資産合計 5,440,098 5,502,858

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 194,924 267,936

短期借入金 20,000 -

1年内返済予定の長期借入金 289,530 244,560

未払法人税等 15,677 3,708

賞与引当金 35,957 22,298

その他 367,985 223,280

流動負債合計 924,074 761,784

固定負債

長期借入金 466,400 295,430

役員退職慰労引当金 66,483 72,783

環境対策引当金 59,221 56,618

退職給付に係る負債 2,076 2,560

資産除去債務 20,657 20,888

その他 417,059 523,552

固定負債合計 1,031,898 971,833

負債合計 1,955,973 1,733,618
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31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 1,940,679 1,932,050

自己株式 △54,399 △54,721

株主資本合計 3,021,442 3,012,490

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 462,683 756,750

その他の包括利益累計額合計 462,683 756,750

純資産合計 3,484,125 3,769,240

負債純資産合計 5,440,098 5,502,858
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 3,347,382 3,123,854

売上原価 2,943,859 2,782,936

売上総利益 403,522 340,918

販売費及び一般管理費 326,705 330,841

営業利益 76,816 10,076

営業外収益

受取利息 930 744

受取配当金 44,806 44,860

その他 13,499 9,742

営業外収益合計 59,236 55,347

営業外費用

支払利息 10,390 7,771

遊休設備費 2,605 4,715

その他 399 4

営業外費用合計 13,395 12,491

経常利益 122,657 52,932

特別利益

固定資産売却益 2,864 539

保険解約返戻金 3,733 -

ゴルフ会員権売却益 3,229 -

特別利益合計 9,827 539

特別損失

固定資産除売却損 3,843 33,225

減損損失 - 13,975

特別損失合計 3,843 47,200

税金等調整前四半期純利益 128,640 6,272

法人税、住民税及び事業税 5,373 2,276

法人税等調整額 △1,776 △2,392

法人税等合計 3,597 △116

四半期純利益 125,043 6,388

親会社株主に帰属する四半期純利益 125,043 6,388
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益 125,043 6,388

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 17,852 294,066

その他の包括利益合計 17,852 294,066

四半期包括利益 142,896 300,455

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 142,896 300,455
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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。

決算短信（宝印刷） 2017年01月26日 10時23分 10ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）


