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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第２四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29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 ％

30年３月期第２四半期 19,346 6.5 74 － 66 － △99 －

29年３月期第２四半期 18,169 △3.3 △21 － △51 － △111 －
(注) 包括利益 30年３月期第２四半期 △1百万円( －％) 29年３月期第２四半期 △140百万円( －％)
　

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

30年３月期第２四半期 △7.05 －

29年３月期第２四半期 △7.90 －
　

　

（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 ％

30年３月期第２四半期 53,078 14,986 28.0

29年３月期 50,510 15,134 29.7
(参考) 自己資本 30年３月期第２四半期 14,859百万円 29年３月期 15,001百万円
　

　

　

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

29年３月期 － 0.00 － 10.00 10.00

30年３月期 － 0.00

30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
　　

当社は定款において３月31日又は９月30日を配当基準日と定めておりますが、平成30年３月期について、９月30日を
基準日とする配当は無配、３月31日を基準日とする配当については未定としております。

　

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、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 46,208 1.7 1,835 △12.7 1,780 △13.2 1,013 △20.6 71.64
(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 ： 無

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
　

　

（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) 30年３月期２Ｑ 14,180,000株 29年３月期 14,180,000株

② 期末自己株式数 30年３月期２Ｑ 30,465株 29年３月期 29,784株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期２Ｑ 14,149,836株 29年３月期２Ｑ 14,151,068株
　

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 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、四半期決算短信（添付資料）３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。
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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、生産・輸出の堅調な推移を背景に、企業業績は好調を維持し、

それに伴い設備投資も緩やかに増加する等、全体として緩やかな回復基調が継続いたしました。また、雇用環境は

引き続き改善いたしました。賃金の顕著な増加には未だ至っていないものの、個人消費は緩やかに増加しており、

今後のさらなる景気回復を期待させる要素も見られました。

　物流業界では、荷動きが活発化し、トラック運賃動向に改善の傾向が見られる一方、ドライバー不足を背景に雇

用コストが増加する等、全体としては厳しい経営環境で推移いたしました。不動産業界では、全国的に空室率の低

下・賃料の上昇傾向が継続し、堅調に推移いたしました。印刷業界では、婚礼分野については、婚姻数が減少傾向

にあり、新聞分野についても、発行部数が減少傾向にある等、依然として厳しい状況が続いております。

　このような経営環境に対応すべく、当社グループは、原点である経営理念の「顧客に対する最高のサービス」、

「適正利潤の追求」、「眞に働きがいのある会社」に立ち返り、取り組みを行ってまいりました。

　この結果、物流事業における建設機械等の取扱量の増加、スポット輸送の増加、および配送センターの取扱店舗

数の増加等により当第２四半期連結累計期間における売上高は19,346百万円（前年同四半期比6.5％増）、営業利益

は74百万円（前年同四半期は営業損失21百万円）、経常利益は66百万円（前年同四半期は経常損失51百万円）、親

会社株主に帰属する四半期純損失は99百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失111百万円）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における資産合計は前連結会計年度末に比べ2,568百万円増加し、53,078百万円とな

りました。これは主に、受取手形及び売掛金が246百万円、商品及び製品が257百万円、原材料及び貯蔵品が364百万

円、繰延税金資産が177百万円、流動資産のその他に含まれる前渡金が1,420百万円、株価の変動等により投資有価

証券が142百万円増加した一方、現金及び預金が141百万円減少したことによるものであります。

（負債）

　負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,715百万円増加し、38,091百万円となりました。これは主に、短期借入金

が2,414百万円、流動負債のその他に含まれる未払金が528百万円、未払費用が123百万円、固定負債のその他に含ま

れる長期未払金が208百万円増加する一方、１年内償還予定の社債が125百万円、未払法人税等が342百万円、長期借

入金が213百万円減少したことによるものであります。

（純資産）

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べ147百万円減少し、14,986百万円となり、自己資本比率は28.0％となりま

した。これは主に、その他有価証券評価差額金が93百万円増加する一方、利益剰余金が241百万円減少したことによ

るものであります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第２四半期の業績はスポット作業増加による売上高の増加や、車両、機械納入時期のずれによる減価償却費の

減少および人件費減少等により平成29年５月12日発表の第２四半期累計期間業績予想と下記の通り差異が生じてお

りますが、通期の業績予想につきまして変更はありません。

連結業績（平成29年４月１日～平成29年９月30日）

（単位：百万円）

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

１ 株 当 た り
四 半 期 純 利 益

前回発表予想(Ａ) 19,091 △100 △121 △311
円 銭

△22.00

実 績(Ｂ) 19,346 74 66 △99 △7.05

増 減 額 ( Ｂ - Ａ ) 255 174 188 211 ―

増 減 率 （ ％ ） 1.3 ― ― ― ―

（参考）
前期第２四半期実績

（平成29年第２四半期）
18,169 △21 △51 △111 △7.90
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,790,802 4,649,541

受取手形及び売掛金 5,701,707 5,947,959

電子記録債権 588,736 594,059

商品及び製品 77,249 334,813

仕掛品 42,043 82,415

原材料及び貯蔵品 872,305 1,236,317

繰延税金資産 286,912 516,420

その他 761,216 2,227,895

貸倒引当金 △2,368 △2,467

流動資産合計 13,118,605 15,586,954

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,915,392 8,575,887

機械装置及び運搬具（純額） 1,502,299 1,762,788

土地 18,769,334 18,776,604

その他（純額） 1,010,506 1,037,652

有形固定資産合計 30,197,533 30,152,933

無形固定資産

借地権 1,118,526 1,118,526

その他 270,337 235,554

無形固定資産合計 1,388,864 1,354,081

投資その他の資産

投資有価証券 2,594,922 2,737,415

長期貸付金 755,156 771,577

退職給付に係る資産 206,129 262,629

繰延税金資産 537,660 485,381

その他 1,734,344 1,747,427

貸倒引当金 △22,457 △19,634

投資その他の資産合計 5,805,755 5,984,798

固定資産合計 37,392,153 37,491,812

資産合計 50,510,759 53,078,767
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,108,115 4,149,497

短期借入金 6,541,961 8,956,736

1年内償還予定の社債 245,049 120,049

未払法人税等 683,043 340,928

賞与引当金 454,115 453,327

ＰＣＢ廃棄物処理費用引当金 1,000 1,000

その他 2,028,029 2,750,854

流動負債合計 14,061,313 16,772,394

固定負債

社債 235,752 175,727

長期借入金 14,326,331 14,113,205

繰延税金負債 5,893 9,381

再評価に係る繰延税金負債 2,542,865 2,542,865

役員退職慰労引当金 1,211,760 1,221,645

退職給付に係る負債 1,516,281 1,539,365

長期預り金 1,018,110 1,023,602

その他 458,387 693,686

固定負債合計 21,315,383 21,319,478

負債合計 35,376,697 38,091,872

純資産の部

株主資本

資本金 2,189,000 2,189,000

資本剰余金 32,991 32,991

利益剰余金 6,841,624 6,600,371

自己株式 △10,936 △11,245

株主資本合計 9,052,679 8,811,117

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 587,484 680,575

土地再評価差額金 5,391,364 5,391,364

退職給付に係る調整累計額 △30,506 △23,991

その他の包括利益累計額合計 5,948,342 6,047,948

非支配株主持分 133,038 127,828

純資産合計 15,134,061 14,986,894

負債純資産合計 50,510,759 53,078,767
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 18,169,812 19,346,729

売上原価 14,704,730 15,804,883

売上総利益 3,465,081 3,541,846

販売費及び一般管理費

役員報酬 240,317 248,674

給料手当及び賞与 1,180,279 1,160,601

賞与引当金繰入額 159,568 151,227

退職給付費用 83,915 51,905

役員退職慰労引当金繰入額 30,404 39,063

貸倒引当金繰入額 － 1,196

その他 1,792,525 1,814,747

販売費及び一般管理費合計 3,487,010 3,467,416

営業利益又は営業損失（△） △21,928 74,429

営業外収益

受取利息 12,161 11,507

受取配当金 50,927 41,179

貸倒引当金戻入額 389 －

受取賞品 27,333 26,809

業務受託手数料 7,704 3,000

その他 22,830 31,755

営業外収益合計 121,346 114,251

営業外費用

支払利息 133,622 114,936

社債利息 2,328 1,483

貸倒引当金繰入額 － 40

その他 14,991 5,675

営業外費用合計 150,943 122,135

経常利益又は経常損失（△） △51,525 66,545

特別利益

固定資産売却益 14,649 2,196

特別利益合計 14,649 2,196

特別損失

固定資産除却損 982 2,725

特別損失合計 982 2,725

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△37,857 66,016

法人税、住民税及び事業税 362,486 386,799

法人税等調整額 △292,382 △219,322

法人税等合計 70,104 167,477

四半期純損失（△） △107,961 △101,461

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

3,798 △1,710

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △111,759 △99,751
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純損失（△） △107,961 △101,461

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △43,538 93,090

退職給付に係る調整額 11,064 6,514

その他の包括利益合計 △32,473 99,605

四半期包括利益 △140,435 △1,855

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △144,233 △145

非支配株主に係る四半期包括利益 3,798 △1,710
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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。
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