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(百万円未満切捨て)
１．平成29年３月期の連結業績（平成28年４月１日～平成29年３月31日）
（１）連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年３月期 19,443 7.2 670 △5.8 700 △4.1 536 163.6

28年３月期 18,137 － 711 － 730 － 203 －
(注) 包括利益 29年３月期 554百万円( 195.4％) 28年３月期 187百万円( －％)
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

29年３月期 41.01 － 7.7 5.7 3.4

28年３月期 16.44 － 3.0 6.0 3.9
(参考) 持分法投資損益 29年３月期 0百万円 28年３月期 －百万円
　

(注)平成28年３月期より連結財務諸表を作成しているため、平成28年３月期の対前期増減率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 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

29年３月期 12,281 7,150 58.2 546.11

28年３月期 12,174 6,707 55.1 512.27
(参考) 自己資本 29年３月期 7,150百万円 28年３月期 6,707百万円
　

　

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

29年３月期 724 △187 △331 2,289

28年３月期 730 △133 300 2,084
　

　

　　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

28年３月期 － 0.00 － 8.50 8.50 97 51.7 1.7

29年３月期 － 0.00 － 8.50 8.50 111 20.7 1.6

30年３月期(予想) － 0.00 － 8.50 8.50 23.6
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３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期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

第２四半期(累計) 9,712 1.4 257 △37.2 275 △35.3 173 △40.4 13.26

通 期 21,000 8.0 711 6.2 743 6.2 471 △12.2 35.99

※ 注記事項

（１）期中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）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
　

　

（３）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 13,094,700株 28年３月期 13,094,700株

② 期末自己株式数 29年３月期 506株 28年３月期 506株

③ 期中平均株式数 29年３月期 13,094,194株 28年３月期 12,392,802株
　

　

(参考) 個別業績の概要
１．平成29年３月期の個別業績（平成28年４月１日～平成29年３月31日）
（１）個別経営成績 (％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年３月期 18,973 4.6 679 △5.1 709 △3.5 483 132.2

28年３月期 18,137 2.9 715 3.3 735 1.4 208 △42.0
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

29年３月期 36.94 －

28年３月期 16.81 －
　

　

（２）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

29年３月期 12,134 7,179 59.2 548.27

28年３月期 12,007 6,782 56.5 517.98

(参考) 自己資本 29年３月期 7,179百万円 28年３月期 6,782百万円
　

　　

２．平成30年３月期の個別業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31日）
　

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 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 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 9,510 1.9 277 △34.6 175 △39.4 13.38

通 期 19,975 5.3 743 4.8 472 △2.3 36.07
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※ 監査手続の実施状況に関する表示
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商
品取引法に基づく財務諸表の監査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
・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あたっての注意事項等については、添付資料２ページ「当期の経営成績
の概況」をご覧ください。

決算短信（宝印刷） 2017年05月11日 14時11分 3ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



（株）ヒガシトゥエンティワン(9029) 平成29年３月期 決算短信

― 1 ―

○添付資料の目次

１．経営成績等の概況 ……………………………………………………………………………………２

（１）当期の経営成績の概況 …………………………………………………………………………２

（２）当期の財政状態の概況 …………………………………………………………………………３

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 ……………………………………………………………３

（４）今後の見通し ……………………………………………………………………………………３

（５）継続企業の前提に関する重要事象等 …………………………………………………………３

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方 …………………………………………………………３

３．連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………４

（１）連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………４

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 ……………………………………………………６

（３）連結株主資本等変動計算書 ……………………………………………………………………８

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………９

（５）連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………10

（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………10

（会計方針の変更） …………………………………………………………………………………10

（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………10

（１株当たり情報） …………………………………………………………………………………12

（重要な後発事象） …………………………………………………………………………………13

４．個別財務諸表 …………………………………………………………………………………………14

（１）貸借対照表 ………………………………………………………………………………………14

（２）損益計算書 ………………………………………………………………………………………16

（３）株主資本等変動計算書 …………………………………………………………………………17

決算短信（宝印刷） 2017年05月11日 14時11分 4ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



（株）ヒガシトゥエンティワン(9029) 平成29年３月期 決算短信

― 2 ―

１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国の経済は、企業収益や雇用環境の改善傾向を背景に、景気は緩やかな回復基調とな

りましたが、米国大統領選挙や英国のＥＵ離脱問題、中国をはじめとするアジア新興国の経済動向等、世界経済の不

確実性により、先行き不透明な状況が続いております。

　物流業界においては、人件費の上昇、価格競争の激化等依然として厳しい状態が続いております。

　このような状況の中、当社グループにおいては、新規顧客の積極的な開拓及び既存顧客への深耕拡大に努めるとと

もに、内部管理体制の一層の充実やコスト削減努力並びに安全対策にも注力してまいりました。

　当連結会計年度の業績につきましては、売上高は194億43百万円（前年同期比7.2％増）と増収でしたが、大口得意

先の経営状態の悪化に伴う貸倒引当金繰入35百万円を計上したため、営業利益は６億70百万円（同5.8％減）、経常利

益は７億円（同4.1％減）となりました。

　また、親会社株主に帰属する当期純利益については、土地売却に伴う固定資産売却益の特別利益64百万円を計上し

たため、５億36百万円（同163.6％増）となりました。

　セグメントの業績は以下の通りです。

　① 運送事業

当事業につきましては、売上高は132億31百万円（前年同期比4.4％増）となり、セグメント利益は10億78百万円

（同2.2％減）となりました。これは主に子会社の本社移転費用が一時的に発生したことによるものです。

　② 倉庫事業

当事業につきましては、売上高は40億４百万円（前年同期比21.6％増）となり、セグメント利益は６億14百万円

（同13.6％増）となりました。これは新規案件の獲得や既存顧客の売上が増加したことによるものです。

　③ 商品販売事業

当事業につきましては、売上高８億89百万円（前年同期比9.2％減）となり、セグメント利益は19百万円（同31.4

％減）となりました。これは主に中古ＰＣ販売が減少したことによるものです。

　④ ウエルフェア事業

当事業につきましては、売上高７億12百万円（前年同期比26.9％増）となり、セグメント利益は９百万円（同84.1

％増）となりました。これは主に福祉用具レンタル事業の売上が増加したことによるものです。

　⑤ その他

当事業につきましては、売上高６億６百万円（前年同期比4.3％減）となり、セグメント利益は66百万円（同186.6

％増）となりました。これは主にビル内デリバリー事業の効率化及び駐車場事業における稼働率の向上等により利益

が増加したことによるものです。
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（２）当期の財政状態の概況

資産、負債及び純資産の状況

（資産）

　当連結会計年度末の総資産は122億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億６百万円増加いたしました。

　流動資産は58億85百万円となり、その主な内訳は現金及び預金24億59百万円、受取手形及び営業未収入金31億80百

万円であります。

　固定資産は63億95百万円となり、その主な内訳は有形固定資産52億17百万円、投資その他の資産10億56百万円であ

ります。

（負債）

　当連結会計年度末の負債合計は51億30百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億36百万円減少いたしました。負

債の主要科目の増減は、短期借入金の返済等により１億60百万円減少いたしました。

　流動負債は38億29百万円となり、その主な内訳は営業未払金17億72百万円、短期借入金８億20百万円、一年以内返

済予定の長期借入金４億22百万円であります。

　固定負債は13億円となり、その主な内訳は長期借入金４億72百万円、厚生年金解散損失引当金３億70百万円であり

ます。

（純資産）

　当連結会計年度末の純資産は71億50百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億43百万円増加いたしました。

　その主な内訳は、税引後当期純利益５億36百万円によるものです。

　また、自己資本比率は3.1ポイント増加し58.2％となりました。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は，22億89百万円となり、前連結会計年度

末に比べ２億５百万円増加いたしました。その内訳は営業活動により得られた資金が７億24百万円（前年同期比0.9％

減）、投資活動により使用した資金が１億87百万円（同40.6％増）、財務活動により使用した資金が３億31百万円

（前年同期は３億円の収入）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により得られた資金は、主に税金等調整前当期純利益７億50百万円、減価償却費２億79百万円、法人税等

の支払額２億93百万円によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により使用した資金は、主に有形固定資産の取得による支出３億70百万円、有形固定資産の売却による

収入２億60百万円、無形固定資産の取得による支出43百万円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により使用した資金は、主に短期借入金の減少額１億60百万円、配当金の支払による支出１億11百万円

によるものです。

（４）今後の見通し

　平成30年３月期の見通しにつきましては、積極的な新規顧客の開拓等により、売上高は210億円（前年同期比8.0％

増）を見込んでおります。利益につきましては、将来の事業拡大にそなえた人材の採用によるコスト増がありますが、

一層の効率化と経費削減に努め、営業利益７億11百万円（同6.2％増）、経常利益７億43百万円（同6.2％増）、当期

純利益４億71百万円（同12.2％減）を見込んでおります。

（５）継続企業の前提に関する重要事象等

　 該当事項はありません。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは日本国内における物流事業を中心にした業務を営んでいることから、当面は日本基準を採用する

こととしております。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）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)

当連結会計年度
(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,253,962 2,459,846

受取手形 377,567 202,635

営業未収入金 2,900,131 2,978,289

商品 5,578 7,594

貯蔵品 6,000 6,477

前払費用 146,977 152,506

未収入金 14,145 19,939

繰延税金資産 81,042 92,996

その他 2,556 4,397

貸倒引当金 △3,518 △38,697

流動資産合計 5,784,444 5,885,985

固定資産

有形固定資産

建物 6,207,978 6,158,317

減価償却累計額 △4,032,568 △4,022,129

建物（純額） 2,175,409 2,136,188

構築物 615,562 632,908

減価償却累計額 △505,807 △518,279

構築物（純額） 109,755 114,628

機械及び装置 198,900 312,115

減価償却累計額 △177,881 △189,877

機械及び装置（純額） 21,019 122,237

車両運搬具 461,121 533,992

減価償却累計額 △378,360 △373,232

車両運搬具（純額） 82,760 160,760

工具、器具及び備品 223,795 247,211

減価償却累計額 △175,301 △185,870

工具、器具及び備品（純額） 48,493 61,341

土地 2,812,047 2,622,622

建設仮勘定 7,694 －

有形固定資産合計 5,257,181 5,217,779

無形固定資産

借地権 21,066 21,066

ソフトウエア 82,403 84,478

その他 15,395 15,382

無形固定資産合計 118,866 120,927

投資その他の資産

投資有価証券 120,274 157,987

関係会社株式 － 3,177

出資金 11,300 11,280

破産更生債権等 57,697 56,441

長期前払費用 47,446 34,235

繰延税金資産 150,294 144,133

差入保証金 642,870 659,618

退職給付に係る資産 7,103 7,281

その他 36,573 41,231
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貸倒引当金 △59,580 △58,631

投資その他の資産合計 1,013,979 1,056,753

固定資産合計 6,390,027 6,395,459

資産合計 12,174,471 12,281,445

負債の部

流動負債

営業未払金 1,869,926 1,772,734

短期借入金 980,000 820,000

1年内返済予定の長期借入金 457,674 422,098

リース債務 － 8,273

未払金 165,273 206,272

未払費用 81,185 83,978

未払法人税等 173,015 138,726

未払消費税等 81,183 66,072

前受金 84,617 58,906

預り金 170,268 66,703

賞与引当金 175,127 181,362

資産除去債務 － 4,444

流動負債合計 4,238,272 3,829,572

固定負債

長期借入金 494,763 472,386

リース債務 － 39,127

役員退職慰労引当金 130,670 83,920

繰延税金負債 23,922 2,384

長期預り金 68,283 180,875

資産除去債務 83,412 84,355

厚生年金基金解散損失引当金 384,472 370,791

退職給付に係る負債 42,913 58,256

長期未払金 － 8,860

固定負債合計 1,228,437 1,300,956

負債合計 5,466,709 5,130,529

純資産の部

株主資本

資本金 927,016 927,016

資本剰余金 95,950 95,950

利益剰余金 5,734,821 6,160,485

自己株式 △116 △116

株主資本合計 6,757,671 7,183,334

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 20,332 44,606

退職給付に係る調整累計額 △70,242 △77,025

その他の包括利益累計額合計 △49,909 △32,418

非支配株主持分 － －

純資産合計 6,707,761 7,150,916

負債純資産合計 12,174,471 12,281,445
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

売上高 18,137,278 19,443,995

売上原価 14,871,453 15,920,879

売上総利益 3,265,824 3,523,115

販売費及び一般管理費 2,554,411 2,852,822

営業利益 711,413 670,293

営業外収益

受取利息 105 158

受取配当金 4,488 4,619

受取賃貸料 33,914 27,420

持分法による投資利益 － 177

その他 21,912 20,261

営業外収益合計 60,421 52,636

営業外費用

支払利息 15,422 11,376

賃貸費用 9,029 5,827

株式交付費 12,907 －

その他 3,904 5,436

営業外費用合計 41,264 22,640

経常利益 730,570 700,290

特別利益

投資有価証券売却益 6,596 －

固定資産売却益 － 64,598

特別利益合計 6,596 64,598

特別損失

固定資産除却損 8,686 1,645

会員権評価損 － 5,342

減損損失 9,342 5,996

厚生年金基金解散損失引当金繰入額 370,791 1,713

投資有価証券売却損 477 －

特別損失合計 389,297 14,697

税金等調整前当期純利益 347,870 750,191

法人税、住民税及び事業税 271,492 248,112

法人税等調整額 △127,352 △34,884

法人税等合計 144,139 213,227

当期純利益 203,730 536,964

非支配株主に帰属する当期純利益 － －

親会社株主に帰属する当期純利益 203,730 536,964
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当期純利益 203,730 536,964

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △16,063 24,273

退職給付に係る調整額 － △6,783

その他の包括利益合計 △16,063 17,490

包括利益 187,667 554,454

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 187,667 554,454

非支配株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書

　前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）

(単位：千円)

株主資本 その他の包括利益累計額

非支配株主

持分
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

退職給付に

係る調整累

計額

その他の包

括利益累計

額合計

当期首残高 333,150 95,950 5,628,835 △116 6,057,819 36,396 － 36,396 － 6,094,215

当期変動額

新株の発行 593,866 593,866 593,866

剰余金の配当 △97,745 △97,745 △97,745

親会社株主に帰属す

る当期純利益
203,730 203,730 203,730

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－ △16,063 △70,242 △86,305 － △86,305

当期変動額合計 593,866 － 105,985 － 699,851 △16,063 △70,242 △86,305 － 613,546

当期末残高 927,016 95,950 5,734,821 △116 6,757,671 20,332 △70,242 △49,909 － 6,707,761

当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）

(単位：千円)

株主資本 その他の包括利益累計額

非支配株主

持分
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

退職給付に

係る調整累

計額

その他の包

括利益累計

額合計

当期首残高 927,016 95,950 5,734,821 △116 6,757,671 20,332 △70,242 △49,909 － 6,707,761

当期変動額

新株の発行 － － －

剰余金の配当 △111,300 △111,300 △111,300

親会社株主に帰属す

る当期純利益
536,964 536,964 536,964

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

－ 24,273 △6,783 17,490 － 17,490

当期変動額合計 － － 425,663 － 425,663 24,273 △6,783 17,490 － 443,154

当期末残高 927,016 95,950 6,160,485 △116 7,183,334 44,606 △77,025 △32,418 － 7,150,916
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 347,870 750,191

減価償却費 240,165 279,431

減損損失 9,342 5,996

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,711 34,229

受取利息及び受取配当金 △4,594 △4,777

支払利息 15,422 11,376

固定資産除却損 8,686 1,645

会員権評価損 － 5,342

固定資産売却損益（△は益） － △64,598

持分法による投資損益（△は益） － △177

売上債権の増減額（△は増加） △133,016 96,774

たな卸資産の増減額（△は増加） 725 △2,492

仕入債務の増減額（△は減少） 144,713 △97,192

未払消費税等の増減額（△は減少） △71,585 △15,110

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,575 6,234

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 20,490 △46,750

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減
少）

370,791 △13,681

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △10,125 5,510

その他 14,222 73,042

小計 964,395 1,024,995

利息及び配当金の受取額 4,594 4,764

利息の支払額 △15,374 △11,940

法人税等の支払額 △222,746 △293,241

営業活動によるキャッシュ・フロー 730,869 724,577

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △2,263 △3,013

関係会社株式の取得による支出 － △3,000

投資有価証券の売却による収入 21,699 －

有形固定資産の取得による支出 △63,423 △370,879

有形固定資産の売却による収入 3,249 260,410

無形固定資産の取得による支出 △47,478 △43,698

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△24,659 －

その他 △20,287 △27,092

投資活動によるキャッシュ・フロー △133,162 △187,272

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △270,000 △160,000

長期借入れによる収入 400,000 458,837

長期借入金の返済による支出 △313,096 △516,790

リース債務の返済による支出 － △2,240

株式の発行による収入 580,958 －

配当金の支払額 △97,758 △111,231

財務活動によるキャッシュ・フロー 300,104 △331,425

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 897,810 205,879

現金及び現金同等物の期首残高 1,186,289 2,084,099

現金及び現金同等物の期末残高 2,084,099 2,289,979
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（５）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。

(会計方針の変更)

　（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から適用し、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。

　 これによる損益に与える影響額は軽微であります。

　（追加情報）

　 （繰越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）を当第１

　 四半期連結会計期間から適用しております。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

１ 報告セグメントの概要

当社グループは、物流事業者としてトラック輸送サービス等の運送事業、保管サービス等の倉庫事業を主体とした

物流事業と、商品販売、福祉用具に関する販売・レンタル及びその他の事業について事業活動を展開しており、事業

別に分離された経営情報に基づき、取締役会にて業績の把握並びに経営資源の配分について、定期的に検討を行って

おります。

　従いまして、当社グループは「運送事業」、「倉庫事業」、「商品販売事業」及び「ウエルフェア事業」を報告セ

グメントとしております。

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用される会計方針に準拠し

た方法であります。

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

　前連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)

(単位：千円)

報告セグメント
その他
（注）

合計
運送事業 倉庫事業

商品販売
事業

ウエルフェ
ア事業

計

売上高

　外部顧客への売上高 12,671,033 3,291,604 979,581 561,166 17,503,386 633,892 18,137,278

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 12,671,033 3,291,604 979,581 561,166 17,503,386 633,892 18,137,278

セグメント利益 1,102,874 541,301 27,712 4,918 1,676,807 23,277 1,700,084

セグメント資産 2,907,768 4,382,950 244,742 70,110 7,605,572 112,036 7,717,609

その他の項目

　減価償却費 49,098 116,801 1,526 3,235 170,662 20,768 191,431

　有形固定資産及び
　無形固定資産の増加額

153,506 17,168 ― 360 171,035 360 171,395
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当連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)

(単位：千円)

報告セグメント
その他
（注）

合計
運送事業 倉庫事業

商品販売
事業

ウエルフェ
ア事業

計

売上高

　外部顧客への売上高 13,231,930 4,004,076 889,092 712,302 18,837,402 606,593 19,443,995

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 13,231,930 4,004,076 889,092 712,302 18,837,402 606,593 19,443,995

セグメント利益 1,078,464 614,973 19,007 9,056 1,721,502 66,721 1,788,223

セグメント資産 2,715,135 4,454,076 267,685 81,097 7,517,995 104,299 7,622,294

その他の項目

　減価償却費 68,309 138,054 1,491 2,924 210,781 13,228 224,009

　有形固定資産及び
　無形固定資産の増加額

153,930 220,766 ― 990 375,687 － 375,687

(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、駐車場事業等を含んでおります。

４ 報告セグメント合計額と連結財務諸表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)

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 17,503,384 18,837,402

「その他」の区分の売上高 633,892 606,593

連結財務諸表の売上高 18,137,278 19,443,995

(単位：千円)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 1,676,806 1,721,502

「その他」の区分の利益 23,277 66,721

全社費用(注) △988,670 △1,117,929

連結財務諸表の営業利益 711,413 670,293

(注) 全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位：千円)

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 7,605,572 7,517,995

「その他」の区分の資産 112,036 104,299

全社資産(注) 4,456,862 4,659,150

連結財務諸表の資産合計 12,174,471 12,281,445

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門の資産であります。
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(単位：千円)

その他の項目
報告セグメント計 その他 調整額(注) 連結財務諸表計上額

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 170,662 210,781 20,768 13,228 46,659 55,421 238,090 279,431

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

171,035 375,687 360 ― 64,230 65,990 235,626 441,677

(注) 調整額は、本社管理部門の資産に係るものであります。

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

１株当たり純資産額 512円27銭 546円11銭

１株当たり当期純利益金額 16円44銭 41円01銭

(注)１. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 203,730 536,964

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益(千円)

203,730 536,964

普通株式の期中平均株式数(株) 12,392,802 13,094,194

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当連結会計年度
(平成29年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 6,707,761 7,150,916

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ― ―

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 6,707,761 7,150,916

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
普通株式の数(株)

13,094,194 13,094,194
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(重要な後発事象)

　（ビル館内デリバリー事業の分社化方針に基づく子会社設立）

平成29年4月14日開催の取締役会において、当社が営むビル館内デリバリー事業（以下、「本件事業」といいま

す。）の分社化を目的とする100％子会社（以下「準備会社」といいます。）を設立することを決議し、平成29年５月

９日に準備会社を設立いたしました。

（1）会社分割の目的

　一般運送事業とはやや性格が異なる一方で、当社の成長領域と位置づけられる本件事業について、その事業の個

性を自由に拡げ、主体的・効率的に事業拡大を図る観点から会社分割により分社化する方針を決定いたしました。

　準備会社においては、本件事業に適した社内諸制度を今後導入し、専門性を持つ優秀人材の確保・育成やお客様

サービスの向上等を図り、市場競争の強化に努めてまいります。

（2）設立した子会社の概要

　 ①名称 株式会社ＦＭサポート２１

　 ②所在地 東京都港区新橋一丁目18番16号

　 ③代表者の役職・氏名 代表取締役社長 岡村 敏彦

　 ④事業の内容 ビル館内での物品の仕訳、梱包、荷受、発送、配送及び

　 引越しの請負及びこれに付帯する一切の事業

　 ⑤資本金 10百万円

　 ⑥設立日 平成29年５月９日

　 ⑦取得する株式の数 200株

　 ⑧取得価格 10百万円

　 ⑨出資比率 当社100％
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４．個別財務諸表

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当事業年度
(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,031,311 2,162,029

受取手形 377,567 202,635

営業未収入金 2,853,955 2,936,973

商品 5,093 7,468

貯蔵品 6,000 6,477

前払費用 143,280 152,189

未収入金 12,998 19,939

繰延税金資産 81,042 92,996

その他 2,345 3,937

貸倒引当金 △3,244 △38,463

流動資産合計 5,510,350 5,546,184

固定資産

有形固定資産

建物 6,184,613 6,148,361

減価償却累計額 △4,010,438 △4,022,072

建物（純額） 2,174,174 2,126,289

構築物 615,562 632,908

減価償却累計額 △505,807 △518,279

構築物（純額） 109,755 114,628

機械及び装置 195,277 312,115

減価償却累計額 △174,403 △189,877

機械及び装置（純額） 20,874 122,237

車両運搬具 397,524 470,913

減価償却累計額 △324,012 △317,740

車両運搬具（純額） 73,511 153,172

工具、器具及び備品 218,926 243,152

減価償却累計額 △171,389 △184,913

工具、器具及び備品（純額） 47,537 58,239

土地 2,713,547 2,622,622

建設仮勘定 7,694 －

有形固定資産合計 5,147,095 5,197,190

無形固定資産

借地権 21,066 21,066

ソフトウエア 82,403 84,478

その他 15,395 15,382

無形固定資産合計 118,866 120,927

投資その他の資産

投資有価証券 109,226 146,354

関係会社株式 230,048 233,048

出資金 10,755 10,760

破産更生債権等 56,688 56,441

長期前払費用 46,662 34,235

繰延税金資産 118,883 109,850

差入保証金 622,908 644,131

前払年金費用 58,739 53,051

その他 35,758 40,546
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貸倒引当金 △58,571 △58,631

投資その他の資産合計 1,231,099 1,269,786

固定資産合計 6,497,061 6,587,904

資産合計 12,007,411 12,134,088

負債の部

流動負債

営業未払金 1,842,318 1,749,868

短期借入金 970,000 820,000

1年内返済予定の長期借入金 441,678 405,730

リース債務 － 8,273

未払金 155,251 181,599

未払費用 81,185 83,978

未払法人税等 172,661 122,926

未払消費税等 75,642 64,235

前受金 84,617 60,493

預り金 165,311 61,871

賞与引当金 175,127 181,362

資産除去債務 － 4,444

流動負債合計 4,163,795 3,744,783

固定負債

長期借入金 447,923 442,193

リース債務 － 39,127

役員退職慰労引当金 90,670 83,920

長期預り金 68,283 180,875

資産除去債務 83,412 84,355

厚生年金基金解散損失引当金 370,791 370,791

長期未払金 － 8,860

固定負債合計 1,061,080 1,210,122

負債合計 5,224,875 4,954,905

純資産の部

株主資本

資本金 927,016 927,016

資本剰余金

資本準備金 95,950 95,950

資本剰余金合計 95,950 95,950

利益剰余金

利益準備金 66,400 66,400

その他利益剰余金

圧縮積立金 77,914 75,091

別途積立金 5,220,000 5,320,000

繰越利益剰余金 375,038 650,224

利益剰余金合計 5,739,353 6,111,716

自己株式 △116 △116

株主資本合計 6,762,203 7,134,565

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 20,332 44,616

評価・換算差額等合計 20,332 44,616

純資産合計 6,782,536 7,179,182

負債純資産合計 12,007,411 12,134,088
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当事業年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

売上高

運送収入 12,671,033 12,761,010

倉庫収入 3,291,604 4,004,076

商品売上高 979,581 889,092

ウエルフェア収入 561,166 712,302

その他の収入 633,892 606,593

売上高合計 18,137,278 18,973,075

売上原価

運送原価 10,476,236 10,534,705

倉庫原価 2,449,414 3,044,570

商品売上原価 926,420 845,269

ウエルフェア原価 463,779 594,019

その他の原価 555,603 500,426

売上原価合計 14,871,453 15,518,991

売上総利益 3,265,824 3,454,083

販売費及び一般管理費 2,549,878 2,774,548

営業利益 715,945 679,534

営業外収益

受取利息 105 147

受取配当金 4,488 4,607

受取賃貸料 33,914 27,420

その他 21,912 18,465

営業外収益合計 60,421 50,640

営業外費用

支払利息 15,422 10,861

賃貸費用 9,029 5,827

株式交付費 12,907 －

その他 3,904 3,790

営業外費用合計 41,264 20,479

経常利益 735,102 709,696

特別利益

投資有価証券売却益 6,596 －

固定資産売却益 － 4,710

特別利益合計 6,596 4,710

特別損失

投資有価証券売却損 477 －

固定資産除却損 8,686 444

会員権評価損 － 5,342

減損損失 9,342 5,996

厚生年金基金解散損失引当金繰入額 370,791 －

特別損失合計 389,297 11,782

税引前当期純利益 352,402 702,623

法人税、住民税及び事業税 271,492 232,312

法人税等調整額 △127,352 △13,351

法人税等合計 144,139 218,960

当期純利益 208,263 483,663
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金
その他利益剰余金

圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 333,150 95,950 95,950 66,400 79,500 4,920,000 562,934

当期変動額

新株の発行 593,866 － －

税率変更に伴う圧縮

積立金の増加
1,465 △1,465

圧縮積立金の取崩 △3,051 3,051

別途積立金の積立 300,000 △300,000

剰余金の配当 △97,745

当期純利益 208,263

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 593,866 － － － △1,586 300,000 △187,896

当期末残高 927,016 95,950 95,950 66,400 77,914 5,220,000 375,038

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計利益剰余金合計

当期首残高 5,628,835 △116 6,057,819 36,396 36,396 6,094,215

当期変動額

新株の発行 593,866 593,866

税率変更に伴う圧縮

積立金の増加
－ － －

圧縮積立金の取崩 － － －

別途積立金の積立 － － －

剰余金の配当 △97,745 △97,745 △97,745

当期純利益 208,263 208,263 208,263

自己株式の取得 － － －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△16,063 △16,063 △16,063

当期変動額合計 110,517 － 704,383 △16,063 △16,063 688,320

当期末残高 5,739,353 △116 6,762,203 20,332 20,332 6,782,536
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当事業年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金
その他利益剰余金

圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 927,016 95,950 95,950 66,400 77,914 5,220,000 375,038

当期変動額

新株の発行 － － －

税率変更に伴う圧縮

積立金の増加
－ －

圧縮積立金の取崩 △2,823 2,823

別途積立金の積立 100,000 △100,000

剰余金の配当 △111,300

当期純利益 483,663

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － － － △2,823 100,000 275,185

当期末残高 927,016 95,950 95,950 66,400 75,091 5,320,000 650,224

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計利益剰余金合計

当期首残高 5,739,353 △116 6,762,203 20,332 20,332 6,782,536

当期変動額

新株の発行 － －

税率変更に伴う圧縮

積立金の増加
－ － －

圧縮積立金の取崩 － － －

別途積立金の積立 － － －

剰余金の配当 △111,300 △111,300 △111,300

当期純利益 483,663 483,663 483,663

自己株式の取得 － － －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

24,283 24,283 24,283

当期変動額合計 372,362 － 372,362 24,283 24,283 396,646

当期末残高 6,111,716 △116 7,134,565 44,616 44,616 7,179,182
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