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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、企業収益や雇用情勢が緩やかな回復基調で推移しているも

のの、米国の政治情勢や地政学的リスクの高まり、アジア新興国経済の不安定な動向などの影響により、先行き

不透明な状況が続いております。 

物流業界におきましては、ドライバーを中心とした人手不足や競争の激化などにより依然として厳しい経営環

境が続いております。 

このような状況下にあって、当社グループは積極的に行ってきた設備投資の効果などにより、売上高は前年同

期比 5.2％増の 915 億 81 百万円になりました。 

営業利益につきましては、増収効果や業務の効率化などにより前年同期比 4.1％増の 90 億 14 百万円となりま

した。 

経常利益につきましては、為替の影響などにより前年同期比 7.4％増の 97 億 40 百万円となりました。 

親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては、前年同期比 20.5％増の 69 億 92 百万円となりました。 

 

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

① 運送事業 

貨物取扱量の増加により、売上高は前年同期比 5.0％増の 432 億 27 百万円となりました。営業利益は、燃

料価格の上昇はあったものの、増収効果や輸送効率の改善などにより、前年同期比 26.4％増の 22 億 37 百万

円となりました。 

② 倉庫事業 

保管貨物量の増加により、売上高は前年同期比 5.3％増の 136 億 79 百万円となりました。営業利益は、減

価償却費の増加などにより、前年同期比 5.9％減の 28 億 52 百万円となりました。 

③ 梱包事業 

業務量の増加により、売上高は前年同期比 4.7％増の 213 億 35 百万円となりました。営業利益は、前年同

期比 0.4％減の 18 億 12 百万円となりました。 

④ テスト事業 

業務量の増加により、売上高は前年同期比 9.6％増の 105 億 25 百万円となりました。営業利益は、増収効

果などにより前年同期比 10.6％増の 18 億 48 百万円となりました。 

 

（2) 財政状態に関する説明 

① 資産 

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は 703 億 12 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 58 億

13 百万円減少いたしました。これは主に有価証券が 36 億円、現金及び預金が 27 億 12 百万円それぞれ減少

したことによるものであります。固定資産は 2,069 億 48 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 29 億 93 百

万円増加いたしました。これは主に有形固定資産が 38 億 59 百万円増加した一方、投資有価証券が７億 37 百

万円減少したことによるものであります。 

この結果、総資産は 2,772 億 60 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 28 億 19 百万円減少いたしまし 

た。  
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② 負債 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債は 371 億 57 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 73

億 81 百万円減少いたしました。これは主に営業外電子記録債務が 59 億 91 百万円、その他のうちの未払金

が 12 億円それぞれ減少したことによるものであります。固定負債は 622 億 84 百万円となり、前連結会計

年度末に比べ 19 億 74 百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が 19 億円減少したことによるもの

であります。 

この結果、負債合計は 994 億 41 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 93 億 56 百万円減少いたしまし

た。 

 

   ③ 純資産 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は 1,778 億 19 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 65

億 36 百万円増加いたしました。これは主に利益剰余金が 47 億 62 百万円、その他有価証券評価差額金が

10 億円それぞれ増加したことによるものであります。 

この結果、自己資本比率は 63.9%（前連結会計年度末は 61.0%）となりました。 

 

④ キャッシュ・フロー 

     当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は 280 億 52 百万円

となり、前連結会計年度末に比べて 69 億 75 百万円減少いたしました。 

営業活動の結果得られた資金は 103 億８百万円となり、前第２四半期連結累計期間に比べ 11 億 82 百万

円増加いたしました。これは主に、増加要因として税金等調整前四半期純利益が 13 億 43 百万円、その他

の資産の増減額が８億 53 百万円、仕入債務の増減額が６億３百万円それぞれ増加した一方、減少要因とし

て退職給付に係る負債の増減額が 12 億 77 百万円減少したことによるものであります。 

投資活動の結果支出した資金は 131 億円 92 百万円となり、前第２四半期連結累計期間に比べ 25 億 44 百

万円増加いたしました。これは主に、増加要因として有形固定資産の取得による支出が 28 億 75 百万円増

加した一方、減少要因として有形固定資産の売却による収入が２億 51 百万円増加したことによるものであ

ります。 

財務活動の結果支出した資金は 43 億 66 百万円となり、前第２四半期連結累計期間に比べ 143 億 79 百万

円増加いたしました。これは主に長期借入れによる収入が 130 億円減少、長期借入金の返済による支出が

10 億円増加したことによるものであります。 

 

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

連結業績予想につきましては、平成 29 年５月 12 日に発表いたしました業績予想に変更はありません。 

なお、業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づくため、実際の業績は今後様々な要

因により記載の予想の数値と異なる可能性があります。 
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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：百万円） 

 
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 18,592 15,880 

受取手形及び売掛金 32,377 31,788 

電子記録債権 2,553 3,077 

有価証券 17,099 13,499 

商品及び製品 4 6 

原材料及び貯蔵品 310 333 

繰延税金資産 1,793 1,802 

その他 3,399 3,927 

貸倒引当金 △5 △2 

流動資産合計 76,125 70,312 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 71,262 72,076 

機械装置及び運搬具（純額） 8,587 8,244 

工具、器具及び備品（純額） 1,189 1,236 

土地 84,752 88,047 

リース資産（純額） 474 421 

建設仮勘定 1,454 1,554 

有形固定資産合計 167,721 171,581 

無形固定資産 1,911 1,983 

投資その他の資産    

投資有価証券 27,082 26,344 

長期貸付金 454 155 

繰延税金資産 2,243 2,244 

その他 4,630 4,727 

貸倒引当金 △90 △87 

投資その他の資産合計 34,320 33,383 

固定資産合計 203,954 206,948 

資産合計 280,079 277,260 
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    （単位：百万円） 

 
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 10,481 10,582 

電子記録債務 3,918 3,908 

短期借入金 3,554 3,418 

リース債務 127 123 

未払法人税等 4,085 3,178 

賞与引当金 3,397 3,573 

役員賞与引当金 188 94 

設備関係支払手形 339 381 

営業外電子記録債務 6,465 473 

その他 11,978 11,423 

流動負債合計 44,538 37,157 

固定負債    

社債 20,000 20,000 

長期借入金 30,000 28,100 

リース債務 386 336 

繰延税金負債 5,759 6,654 

退職給付に係る負債 6,369 4,911 

役員退職慰労引当金 275 248 

その他 1,467 2,032 

固定負債合計 64,258 62,284 

負債合計 108,797 99,441 

純資産の部    

株主資本    

資本金 11,316 11,316 

資本剰余金 12,332 12,332 

利益剰余金 137,823 142,586 

自己株式 △1,193 △1,186 

株主資本合計 160,279 165,048 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 11,834 12,834 

為替換算調整勘定 △393 △15 

退職給付に係る調整累計額 △810 △573 

その他の包括利益累計額合計 10,630 12,246 

新株予約権 277 321 

非支配株主持分 95 202 

純資産合計 171,282 177,819 

負債純資産合計 280,079 277,260 
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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：百万円） 

 
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 87,039 91,581 

売上原価 74,007 77,861 

売上総利益 13,031 13,719 

販売費及び一般管理費 4,370 4,704 

営業利益 8,661 9,014 

営業外収益    

受取利息 32 39 

受取配当金 251 286 

受取賃貸料 51 49 

持分法による投資利益 256 268 

為替差益 － 45 

雑収入 264 182 

営業外収益合計 855 871 

営業外費用    

支払利息 84 103 

為替差損 326 － 

雑支出 35 43 

営業外費用合計 446 146 

経常利益 9,070 9,740 

特別利益    

固定資産売却益 68 337 

退職給付制度改定益 － 189 

その他 0 － 

特別利益合計 68 526 

特別損失    

固定資産売却損 4 2 

固定資産除却損 4 46 

減損損失 1 0 

災害による損失 253 － 

その他 0 0 

特別損失合計 264 48 

税金等調整前四半期純利益 8,874 10,217 

法人税等 3,067 3,221 

四半期純利益 5,807 6,996 

非支配株主に帰属する四半期純利益 3 3 

親会社株主に帰属する四半期純利益 5,804 6,992 
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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：百万円） 

 
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) 

四半期純利益 5,807 6,996 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 323 1,000 

為替換算調整勘定 △1,913 375 

退職給付に係る調整額 174 236 

持分法適用会社に対する持分相当額 △289 △8 

その他の包括利益合計 △1,705 1,604 

四半期包括利益 4,102 8,600 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 4,103 8,608 

非支配株主に係る四半期包括利益 △1 △7 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

    （単位：百万円） 

 
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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期純利益 8,874 10,217 

減価償却費 4,311 4,561 

賞与引当金の増減額（△は減少） 177 171 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △64 △94 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △5 

災害損失引当金の増減額（△は減少） 90 △2 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 316 △960 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6 △26 

受取利息及び受取配当金 △283 △326 

支払利息 84 103 

持分法による投資損益（△は益） △282 △268 

固定資産売却損益（△は益） △63 △334 

退職給付制度改定益 － △189 

売上債権の増減額（△は増加） 858 567 

その他の資産の増減額（△は増加） △1,121 △268 

仕入債務の増減額（△は減少） △542 60 

その他の負債の増減額（△は減少） 533 617 

その他 △118 △208 

小計 12,762 13,615 

利息及び配当金の受取額 674 762 

利息の支払額 △78 △102 

法人税等の支払額 △4,232 △3,966 

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,126 10,308 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出 △8 △177 

定期預金の払戻による収入 55 522 

有価証券の取得による支出 △1,599 △999 

有形固定資産の取得による支出 △8,918 △11,794 

有形固定資産の売却による収入 156 408 

無形固定資産の取得による支出 △48 △42 

投資有価証券の取得による支出 △216 △194 

貸付けによる支出 △104 △92 

貸付金の回収による収入 79 88 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 
－ △934 

関係会社出資金の払込による支出 △45 △160 

その他 1 185 

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,647 △13,192 
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    （単位：百万円） 

 
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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

長期借入れによる収入 13,000 － 

長期借入金の返済による支出 △1,036 △2,036 

自己株式の取得・売却による収支 △0 △0 

配当金の支払額 △1,959 △2,229 

非支配株主への配当金の支払額 △5 △5 

その他 14 △95 

財務活動によるキャッシュ・フロー 10,013 △4,366 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △636 63 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,855 △7,186 

現金及び現金同等物の期首残高 26,487 35,027 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減

額（△は減少） 
－ 211 

現金及び現金同等物の四半期末残高 34,343 28,052 
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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。 

 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） 

（税金費用の計算） 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の連結グループ各社の税引前当期純利益に対する

税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 

（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 28 年４月１日 至 平成 28 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:百万円)  

 
報告セグメント 

 その他 

 (注) 
 合計 

運送事業 倉庫事業 梱包事業 テスト事業  計 

売上高 

外部顧客への売上高 

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 

         

41,161 

 

161 

 

 

12,996 

 

160 

 

 

20,386 

 

212 

 

 

9,602 

 

0 

         

 

84,147 

 

534 

 

 

2,892 

 

676 

 

 

87,039 

 

1,211 

 

計 41,323 13,157 20,598 9,602 84,682 3,569 88,251 

セグメント利益 1,770 3,031 1,820 1,671 8,293 267 8,560 

 （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、通関事業及び自動車の修理事業等を含んで

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:百万円)  

利益 金額 

報告セグメント計 

「その他」の区分の利益 

その他の調整額(注) 

8,293 

267 

100 

四半期連結損益計算書の営業利益 8,661 

 （注）その他の調整額は、営業取引と営業外取引の消去時に生じる差額であります。 

 

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 

重要性が乏しいため記載を省略しております。 
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Ⅱ 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） 

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:百万円)  

 
報告セグメント 

 その他 

 (注) 
 合計 

運送事業 倉庫事業 梱包事業 テスト事業  計 

売上高 

外部顧客への売上高 

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 

         

43,227 

 

179 

 

 

13,679 

 

166 

 

 

21,335 

 

183 

 

 

10,525 

 

10 

         

 

88,767 

 

540 

 

 

2,813 

 

717 

 

 

91,581 

 

1,257 

 

計 43,407 13,846 21,518 10,536 89,307 3,530 92,838 

セグメント利益 2,237 2,852 1,812 1,848 8,751 144 8,895 

 （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、通関事業及び自動車の修理事業等を含んで

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:百万円)  

利益 金額 

報告セグメント計 

「その他」の区分の利益 

その他の調整額(注) 

8,751 

144 

119 

四半期連結損益計算書の営業利益 9,014 

 （注）その他の調整額は、営業取引と営業外取引の消去時に生じる差額であります。 

 

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 

重要性が乏しいため記載を省略しております。 
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