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(百万円未満切捨て)

１．平成31年３月期第２四半期の業績（平成30年３月21日～平成30年９月20日）

（１）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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

31年３月期第２四半期 4,285 △2.2 87 △55.1 117 △43.4 89 △39.7

30年３月期第２四半期 4,382 △4.5 194 △11.8 208 △12.1 147 △6.8
　

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

31年３月期第２四半期 118.64 －

30年３月期第２四半期 196.73 －
　

※平成29年９月21日付で普通株式10株を１株に併合しております。前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮
定し、１株当たり当期純利益を算定しております。

　

（２）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

31年３月期第２四半期 8,159 6,080 74.5 8,086.60

30年３月期 8,059 6,020 74.7 8,005.67
(参考) 自己資本 31年３月期第２四半期 6,080百万円 30年３月期 6,020百万円
　　　

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

30年３月期 － 5.00 － 50.00 －

31年３月期 － 50.00

31年３月期(予想) － 50.00 100.00

(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、平成29年９月21日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。平成30年３月期の１
株当たり期末配当金については、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載し、年間配当金合計は「－」として記載
しております。株式併合後の基準で換算した平成30年３月期の１株当たり年間配当金は100円となります。

　

３．平成31年３月期の業績予想（平成30年３月21日～平成31年３月20日）

(％表示は、対前期増減率)

営業収益 営業利益 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 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 8,450 0.6 205 0.1 235 1.1 120 △52.2 159.58
(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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 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 ： 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
　　

（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) 31年３月期２Ｑ 756,000株 30年３月期 756,000株

② 期末自己株式数 31年３月期２Ｑ 4,017株 30年３月期 4,017株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年３月期２Ｑ 751,983株 30年３月期２Ｑ 752,106株
　

※平成29年９月21日付で普通株式10株を１株に併合しております。これに伴い、前事業年度の期首に当該株式併合が
行われたと仮定し、期中平均株式数（四半期累計）を算定しております。

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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
に関する事項は、添付資料２ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報（３）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２四半期累計期間におけるわが国経済は、個人消費の持ち直しや企業収益の改善などを背景に緩やかな回復

基調で推移したものの、原油価格の上昇や人員不足、また、貿易摩擦等による日本経済への影響が懸念され、引き

続き不透明な状況が続きました。

当第２四半期累計期間は、営業収益は前年同四半期と比較して若干減少しました。経常利益は営業収益の減少、

燃料費の増加、傭車費の増加等の影響により減益となりました。

その結果、営業収益は42億85百万円（前年同四半期比2.2％減）、経常利益は１億17百万円（前年同四半期比43.4

％減）、四半期純利益は89百万円（前年同四半期比39.7％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

流動資産は、32億92百万円(前期末比2.8％増、90百万円増)となり、そのうち現金及び預金は16億17百万円（前期

末比１億９百万円減）、受取手形及び営業未収入金は15億32百万円(前期末比２億11百万円増)となりました。

固定資産は、48億66百万円(前期末比0.2％増、９百万円増)となり、そのうち有形固定資産は42億79百万円（前期

末比３百万円減）、投資有価証券は３億70百万円（前期末比13百万円増）となりました。

流動負債は、12億32百万円(前期末比9.2％増、１億４百万円増)となり、そのうち営業未払金は３億27百万円（前

期末比46百万円増）、１年内返済予定の長期借入金は１億32百万円(前期末比12百万円減)となりました。

固定負債は、８億45百万円(前期末比7.2％減、65百万円減)となり、そのうち長期借入金は４億33百万円（前期末

比59百万円減）となりました。

純資産は、60億80百万円（前期末比1.0％増、60百万円増）となり、そのうち利益剰余金は37億30百万円（前期末

比51百万円増）となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想については、平成30年10月31日の「業績予想の修正に関するお知らせ」開示時点と変更ありません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期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。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

決算短信（宝印刷） 2018年10月26日 13時28分 5ページ（Tess 1.50(64) 20180621_01）



大宝運輸株式会社(9040) 平成31年３月期 第２四半期決算短信

4

３．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成30年３月20日)

当第２四半期会計期間
(平成30年９月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,726,955 1,617,833

受取手形及び営業未収入金 1,321,066 1,532,860

貯蔵品 10,534 11,090

未収還付法人税等 36,981 －

その他 109,321 133,556

貸倒引当金 △2,300 △2,400

流動資産合計 3,202,559 3,292,941

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,073,583 5,079,952

減価償却累計額 △4,144,229 △4,183,148

建物及び構築物（純額） 929,353 896,803

機械装置及び運搬具 2,004,275 1,821,138

減価償却累計額 △1,846,839 △1,681,785

機械装置及び運搬具（純額） 157,435 139,353

土地 3,163,267 3,163,267

建設仮勘定 － 46,000

その他 199,388 207,868

減価償却累計額 △166,697 △174,192

その他（純額） 32,691 33,675

有形固定資産合計 4,282,747 4,279,100

無形固定資産 18,512 16,220

投資その他の資産

投資有価証券 356,994 370,470

差入保証金 69,741 69,880

その他 129,009 130,817

投資その他の資産合計 555,744 571,168

固定資産合計 4,857,005 4,866,488

資産合計 8,059,564 8,159,429
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(単位：千円)

前事業年度
(平成30年３月20日)

当第２四半期会計期間
(平成30年９月20日)

負債の部

流動負債

営業未払金 280,871 327,300

1年内返済予定の長期借入金 144,840 132,340

未払法人税等 16,947 43,937

賞与引当金 185,280 173,052

役員賞与引当金 20,000 12,000

その他 480,421 543,944

流動負債合計 1,128,360 1,232,574

固定負債

長期借入金 492,980 433,060

退職給付引当金 110,908 101,933

役員退職慰労引当金 175,882 175,374

その他 131,302 135,500

固定負債合計 911,073 845,868

負債合計 2,039,434 2,078,443

純資産の部

株主資本

資本金 1,140,000 1,140,000

資本剰余金 1,120,000 1,120,000

利益剰余金 3,679,262 3,730,875

自己株式 △14,428 △14,428

株主資本合計 5,924,834 5,976,447

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 95,295 104,539

評価・換算差額等合計 95,295 104,539

純資産合計 6,020,130 6,080,986

負債純資産合計 8,059,564 8,159,429
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 平成29年３月21日
　至 平成29年９月20日)

当第２四半期累計期間
(自 平成30年３月21日
　至 平成30年９月20日)

営業収益 4,382,765 4,285,957

営業原価 3,966,787 3,973,455

営業総利益 415,978 312,502

販売費及び一般管理費 221,774 225,363

営業利益 194,203 87,139

営業外収益

受取利息 98 68

受取配当金 8,790 8,961

受取保険金 － 2,267

補助金収入 1,407 17,509

投資有価証券売却益 465 －

その他 3,794 2,753

営業外収益合計 14,555 31,560

営業外費用

支払利息 695 900

営業外費用合計 695 900

経常利益 208,063 117,799

特別利益

固定資産売却益 17,077 16,754

特別利益合計 17,077 16,754

特別損失

固定資産除却損 2,358 219

特別損失合計 2,358 219

税引前四半期純利益 222,782 134,334

法人税、住民税及び事業税 60,500 29,500

法人税等調整額 14,321 15,622

法人税等合計 74,821 45,122

四半期純利益 147,961 89,211
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 平成29年３月21日
　至 平成29年９月20日)

当第２四半期累計期間
(自 平成30年３月21日
　至 平成30年９月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 222,782 134,334

減価償却費 90,623 82,018

貸倒引当金の増減額（△は減少） △100 100

賞与引当金の増減額（△は減少） △20,245 △12,228

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000 △8,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 410 △8,975

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 970 △507

受取利息及び受取配当金 △8,888 △9,029

支払利息 695 900

投資有価証券売却損益（△は益） △465 －

固定資産売却損益（△は益） △17,077 △16,754

固定資産除却損 2,358 219

売上債権の増減額（△は増加） △123,735 △211,794

たな卸資産の増減額（△は増加） △79 △555

仕入債務の増減額（△は減少） 31,062 46,429

その他 64,372 24,486

小計 232,684 20,644

利息及び配当金の受取額 8,888 9,029

利息の支払額 △695 △900

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △69,263 33,723

営業活動によるキャッシュ・フロー 171,614 62,496

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 △200,000 △200,000

定期預金の払戻による収入 200,000 200,000

有形固定資産の取得による支出 △752,460 △77,407

有形固定資産の売却による収入 17,077 16,754

投資有価証券の取得による支出 △30,000 －

投資有価証券の売却による収入 30,465 －

その他 △141 △949

投資活動によるキャッシュ・フロー △735,057 △61,601

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 500,000 －

長期借入金の返済による支出 △53,160 △72,420

配当金の支払額 △37,678 △37,595

その他 △720 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 408,441 △110,015

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △155,001 △109,121

現金及び現金同等物の期首残高 1,863,731 1,526,955

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,708,730 1,417,833
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（４）四半期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。

（セグメント情報等）

当社の主たる事業は物流事業であり、その他の事業の売上高、利益等の金額は、全事業セグメントの合計額に

占める割合が著しく低いため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

（資金の借入）

当社は平成30年10月25日開催の取締役会において、東郷コールドセンター（仮称）の取得資金の充当を目的

として、資金の借入を実施することを決議いたしました。

（１） 借入先 複数の金融機関

（２） 借入金額 2,500百万円

（３） 借入実行日 平成30年10月～平成31年（2019年）10月

（４） 借入期間 20年

（５） 担保の有無 無担保・無保証

決算短信（宝印刷） 2018年10月26日 13時28分 10ページ（Tess 1.50(64) 20180621_01）


