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1. 2019年3月期の連結業績（2018年4月1日～2019年3月31日）

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 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 ％

2019年3月期 16,415 3.4 178 △28.4 86 △69.4 △628 ―

2018年3月期 15,872 8.1 249 22.3 284 125.7 △95 ―

（注）包括利益 2019年3月期　　△648百万円 （―％） 2018年3月期　　△70百万円 （―％）

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

営業収益営業利益
率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2019年3月期 △132.75 ― △15.4 0.5 1.1

2018年3月期 △20.07 ― △2.1 1.5 1.6

（参考） 持分法投資損益 2019年3月期 0百万円 2018年3月期 △2百万円

(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

2019年3月期 17,855 3,898 20.9 786.87

2018年3月期 18,571 4,661 24.0 941.54

（参考） 自己資本 2019年3月期 3,727百万円 2018年3月期 4,459百万円

(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

2019年3月期 727 △468 △362 1,854

2018年3月期 633 △157 △95 1,955

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 ％ ％

2018年3月期 ― 5.00 ― 7.50 12.50 59 ― 1.3

2019年3月期 ― 5.00 ― 7.50 12.50 59 ― 1.4

2020年3月期(予想) ― 5.00 ― 7.50 12.50 59.2

3. 2020年 3月期の連結業績予想（2019年 4月 1日～2020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）

営業収益 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) 8,200 2.5 130 72.6 90 63.1 40 ― 8.44

通期 16,600 1.1 250 39.8 200 130.0 100 ― 21.11



※ 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 　：　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） 2019年3月期 5,651,000 株 2018年3月期 5,651,000 株

② 期末自己株式数 2019年3月期 914,408 株 2018年3月期 914,406 株

③ 期中平均株式数 2019年3月期 4,736,593 株 2018年3月期 4,736,594 株

（参考）個別業績の概要

2019年3月期の個別業績（2018年4月1日～2019年3月31日）

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2019年3月期 7,713 7.4 150 △12.2 458 43.2 △412 ―

2018年3月期 7,181 △0.8 171 △4.8 319 96.0 △162 ―

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

2019年3月期 △87.14 ―

2018年3月期 △34.23 ―

(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

2019年3月期 13,709 3,085 22.3 646.67

2018年3月期 14,146 3,588 25.2 752.83

（参考） 自己資本 2019年3月期 3,063百万円 2018年3月期 3,565百万円

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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３ページ「1.経営成績等の概況（4）今後の見通し」をご覧ください。
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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経済は、底堅い企業収益と設備投資を背景に、雇用・所得環境の改善による個人

消費の持ち直しなど緩やかな回復基調で推移しましたが、労働力不足の深刻化や中国経済の減速及び米中の貿易摩

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。

　当社グループを取り巻く経営環境におきましては、主要事業である物流事業及び乗用車販売事業において、ドラ

イバーや自動車整備士などの慢性的な労働力不足に起因する人件費や外注費等の増加に加えて燃料価格の上昇もあ

り、依然として厳しい状況で推移しました。

　このような経営環境のなかで当社グループは、各事業分野において社会環境等の変化や顧客ニーズに対応したソ

リューション型の営業活動及びＣＳ（顧客満足）活動を展開するとともに、継続した３ＰＬ（企業物流の包括的受

託）事業、アウトソーシング事業、フォワーディング事業、レコードマネジメントサービス事業及びトランクルー

ム事業の拡張に向けた取り組みを展開し、倉庫事業においてはアウトソーシング事業の受託拡大に伴い、昨年６月

に東根第二物流センター（山形県東根市）を開設いたしました。また、地方公共団体からの海外ビジネス支援業務

の受託など、業容拡大に努めてまいりました。

　この結果、当連結会計年度の営業収益は、アグリ事業において昨年11月に解散した連結子会社が運営していた米

穀の卸販売業務からの撤退による影響がありましたが、アウトソーシング事業、フォワーディング事業及びレコー

ドマネジメントサービス事業での取引増加により、運送事業、倉庫事業とも増収になったことに加え、乗用車販売

事業では、徹底したＣＳ（顧客満足）活動等の推進により、新車及び中古車販売台数が増加したことなどにより

16,415百万円（対前年同期比103.4％）となりました。利益面におきましては、増収効果はあったものの、アグリ事

業において固定費の負担増と在庫商品の廃棄処分及び営業債権に対する回収可能性の評価、採石事業においては固

定費等の負担増と土砂採取場の修復費用、並びに販売用製品の簿価切り下げなどにより、営業利益は178百万円（対

前年同期比71.6％）、経常利益は86百万円（対前年同期比30.6％）、親会社株主に帰属する当期純損益は前述の理

由に加え、採石事業等の将来の回収可能性を検討した結果、減損損失を計上したことと関連会社等に対する事業資

金等の貸付債権の一部について、貸倒引当金繰入額を追加計上したことにより、628百万円の損失（前年同期は95百

万円の損失）となりました。

なお、事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

① 運送事業

　運送事業につきましては、海上コンテナ貨物の取扱い及び化学製品等の輸送量が増加したことなどにより、営業

収益は5,201百万円（対前年同期比107.3％）となりました。営業利益は、燃料価格の上昇による影響がありました

が、増収効果と効率的な配車等による自社トラック輸送の粗利益率が向上したことなどにより、42百万円（対前年

同期比153.5％）となりました。

② 倉庫事業

　倉庫事業につきましては、情報管理サービス及び化学製品等の取扱高が増加したことなどにより、営業収益は

2,756百万円（対前年同期比107.8％）となりました。営業利益は、増収効果はあったものの、受託業務拡大に伴う

配置人員の増加と物流機器の取得費用の増加などにより、555百万円（対前年同期比99.2％）となりました。

③ 乗用車販売事業

　乗用車販売事業につきましては、新車及び中古車販売台数が増加したことにより、営業収益は7,938百万円（対前

年同期比109.7％）となりました。営業利益は、増収効果により、227百万円（対前年同期比110.4％）となりまし

た。

④ 再生可能エネルギー事業

　再生可能エネルギー事業につきましては、気象変化等による発電量が減少したことにより、営業収益は250百万円

（対前年同期比98.5％）となりました。営業利益は、49百万円（対前年同期比74.9％）となりました。
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⑤ アグリ事業

　アグリ事業につきましては、連結子会社の解散による米穀の卸販売業務からの撤退などにより、営業収益は61百

万円（対前年同期比8.2％）となりました。営業損益は、固定費の負担増と在庫商品の廃棄処分及び営業債権に対す

る回収可能性を評価したことなどにより、146百万円の損失（前年同期は125百万円の損失）となりました。

⑥ その他の事業

　その他の事業につきましては、リース事業において取引が増加したことなどにより、営業収益は373百万円（対前

年同期比101.4％）となりました。営業損益は、採石事業において固定費等の負担増と土砂採取場の修復費用、並び

に販売用製品の簿価切り下げなどにより、124百万円の損失（前年同期は96百万円の損失）となりました。

（２）当期の財政状態の概況

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末(以下「前期末」という。)に対し716百万円(3.9％)減少し、

17,855百万円となりました。流動資産は、前期末に比べ1.8％減少し、5,400百万円となりました。これは主として

受取手形及び営業未収入金が142百万増加したものの、現金及び預金が111百万円減少し、貸倒引当金が△79百万円

増加したことなどによります。固定資産は、前期末に比べ4.7％減少し、12,454百万円となりました。これは主とし

て、有形固定資産が470百万円減少したことなどによります。

当連結会計年度末の負債は、前期末に対し46百万円(0.3％)増加し、13,957百万円となりました。流動負債は、前

期末に比べ4.1％増加し、6,742百万円となりました。これは主として、１年内返済予定の長期借入金が261百万円増

加したことなどによります。固定負債は、前期末に比べ2.9％減少し、7,214百万円となりました。これは主として、

長期借入金が167百万円減少したことなどによります。

当連結会計年度末の純資産は、前期末に対し763百万円(16.4％)減少し、3,898百万円となりました。これは主と

して、利益剰余金が688百万円減少したことなどによります。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,854百万円となり、前

連結会計年度末（以下「前期末」という。）に比べ101百万円(5.2％)減少いたしました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られました資金は727百万円となり、前期末に比べ93百万円増加しました。これは主として、

たな卸資産の増減額が205百万円増加したことなどによります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は468百万円となり、前期末に比べ310百万円増加しました。これは主として、投

資有価証券の売却による収入が265百万円減少したことなどによります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は362百万円となり、前期末に比べ267万円増加しました。これは主として長期借

入による収入が398百万円増加したものの、短期借入による収入が310百万円減少し短期借入金の返済による支出

が152百万円増加したことなどによります。

（４）今後の見通し

今後の当社グループを取り巻く経営環境におきましては、原油価格の変動や労働環境の変化への対応、労働力不

足による人件費関連コストの増加及び外注費の上昇など、依然として不透明な状況が続くものと思われます。

　このような経営環境のなかで当社グループは、引き続き社会環境等の変化や顧客ニーズに対応したソリューショ

ン型の営業活動及びＣＳ（顧客満足）活動の展開による新規顧客の獲得と既存顧客の取引拡大に努めながら、労働

環境の改善、人材育成、安全教育、安全管理及び内部管理体制の充実を図るとともに、環境負荷軽減の対策に取り

組んでまいります。

　また、利益の確保に向け当社グループ間での情報共有化を行い、原価低減及び業務の効率化に努めるとともに、

個々の事業の特長を最大限に発揮するための組織改革や経営資源配分の最適化による資産の効率化と財務の健全化

を図っていく所存であります。

　次期の連結業績につきましては、営業収益16,600百万円、営業利益250百万円、経常利益200百万円、親会社株主

に帰属する当期純利益100百万円を見込んでおります。
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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、当面、日本基準を適用することとしております。なお、将来の国際会計基準（ＩＦＲＳ）の適用に

つきましては、今後の海外の売上高比率及びわが国における制度適用の状況等を勘案しながら検討していく方針であり

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
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,990,703 1,879,361

受取手形及び営業未収入金 1,642,847 1,784,874

営業貸付金 109,449 56,464

商品 860,785 781,839

貯蔵品 39,000 13,498

その他 956,366 1,065,668

貸倒引当金 △101,977 △181,503

流動資産合計 5,497,175 5,400,203

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 9,638,062 9,744,800

減価償却累計額 △6,435,487 △6,674,464

建物及び構築物（純額） 3,202,574 3,070,335

機械装置及び運搬具 3,664,890 3,674,566

減価償却累計額 △1,515,059 △1,632,056

機械装置及び運搬具（純額） 2,149,830 2,042,510

土地 4,958,200 5,006,316

建設仮勘定 663,723 382,777

その他 788,590 848,835

減価償却累計額 △435,274 △493,198

その他（純額） 353,316 355,637

有形固定資産合計 11,327,646 10,857,576

無形固定資産 160,202 53,206

投資その他の資産

投資有価証券 367,138 428,145

長期貸付金 561,878 463,195

繰延税金資産 188,537 274,748

その他 918,463 906,928

貸倒引当金 △449,617 △528,936

投資その他の資産合計 1,586,399 1,544,081

固定資産合計 13,074,248 12,454,865

資産合計 18,571,424 17,855,069
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2018年３月31日)

当連結会計年度
(2019年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 1,636,736 1,664,986

短期借入金 1,275,000 1,215,000

1年内返済予定の長期借入金 2,054,724 2,315,908

リース債務 189,913 184,075

未払法人税等 98,654 96,330

未払消費税等 109,757 120,030

賞与引当金 74,360 77,360

役員賞与引当金 11,000 14,000

その他 1,027,614 1,054,804

流動負債合計 6,477,760 6,742,495

固定負債

長期借入金 6,071,344 5,903,764

リース債務 673,884 610,369

役員退職慰労引当金 153,537 169,372

退職給付に係る負債 213,769 216,098

長期未払金 226,521 229,229

資産除去債務 40,357 40,876

その他 53,195 44,848

固定負債合計 7,432,610 7,214,558

負債合計 13,910,370 13,957,054

純資産の部

株主資本

資本金 1,262,736 1,262,736

資本剰余金 1,188,979 1,183,059

利益剰余金 2,572,520 1,884,508

自己株式 △603,693 △603,694

株主資本合計 4,420,542 3,726,609

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 29,910 △1,008

為替換算調整勘定 5,562 4,116

退職給付に係る調整累計額 3,680 △2,633

その他の包括利益累計額合計 39,153 474

新株予約権 22,868 22,733

非支配株主持分 178,488 148,197

純資産合計 4,661,053 3,898,015

負債純資産合計 18,571,424 17,855,069
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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 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

営業収益 15,872,413 16,415,428

営業原価 13,660,181 14,119,552

営業総利益 2,212,231 2,295,875

販売費及び一般管理費 1,962,392 2,117,017

営業利益 249,838 178,858

営業外収益

受取利息 25,427 18,729

受取配当金 10,211 9,097

受取手数料 3,628 3,084

受取保険金 20,805 5,448

投資有価証券売却益 64,050 2,963

持分法による投資利益 - 444

為替差益 - 5,066

その他 39,836 21,407

営業外収益合計 163,960 66,242

営業外費用

支払利息 81,617 75,444

持分法による投資損失 2,004 -

貸倒引当金繰入額 5,000 68,972

貸倒損失 - 2,013

為替差損 4,923 -

その他 35,963 11,711

営業外費用合計 129,508 158,141

経常利益 284,290 86,958
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

特別利益

固定資産売却益 10,347 15,003

出資金売却益 - 20,341

権利譲渡益 - 31,000

現金受贈益 - 11,231

その他 269 1,423

特別利益合計 10,616 79,000

特別損失

固定資産売却損 0 5,093

固定資産除却損 11,181 21,189

減損損失 - 480,011

貸倒引当金繰入額 171,155 207,634

投資有価証券評価損 12 40

関係会社株式評価損 8,153 4,000

関係会社整理損 - 7,349

役員退職慰労金 15,325 -

その他 - 653

特別損失合計 205,828 725,970

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

89,078 △560,012

法人税、住民税及び事業税 153,821 119,806

法人税等調整額 12,082 △69,802

法人税等合計 165,904 50,003

当期純損失（△） △76,825 △610,015

非支配株主に帰属する当期純利益 18,229 18,789

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △95,055 △628,804

決算短信（宝印刷） 2019年05月15日 16時25分 8ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



センコン物流株式会社(9051) 2019年３月期 決算短信

－9－

連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当期純損失（△） △76,825 △610,015

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 10,515 △30,918

為替換算調整勘定 △390 △1,446

退職給付に係る調整額 △3,561 △6,314

その他の包括利益合計 6,563 △38,679

包括利益 △70,261 △648,694

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △88,491 △667,483

非支配株主に係る包括利益 18,229 18,789
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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 2017年４月１日 至 2018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 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,262,736 1,188,979 2,737,132 △603,693 4,585,155

当期変動額

剰余金の配当 △59,207 △59,207

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
△95,055 △95,055

自己株式の取得 ―

連結子会社の増資に

よる持分の増減
― ―

子会社株式の追加取

得
― ―

連結範囲の変動 △10,350 △10,350

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― △164,612 ― △164,612

当期末残高 1,262,736 1,188,979 2,572,520 △603,693 4,420,542

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差

額金
為替換算調整勘定

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 19,394 5,952 7,242 32,590

当期変動額

剰余金の配当

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）

自己株式の取得

連結子会社の増資に

よる持分の増減

子会社株式の追加取

得

連結範囲の変動

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

10,515 △390 △3,561 6,563

当期変動額合計 10,515 △390 △3,561 6,563

当期末残高 29,910 5,562 3,680 39,153

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計

当期首残高 23,137 170,283 4,811,166

当期変動額

剰余金の配当 △59,207

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
△95,055

自己株式の取得 ―

連結子会社の増資に

よる持分の増減
―

子会社株式の追加取

得
―

連結範囲の変動 △10,350

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△269 8,204 14,498

当期変動額合計 △269 8,204 △150,113

当期末残高 22,868 178,488 4,661,053
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当連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019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 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,262,736 1,188,979 2,572,520 △603,693 4,420,542

当期変動額

剰余金の配当 △59,207 △59,207

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
△628,804 △628,804

自己株式の取得 △1 △1

連結子会社の増資に

よる持分の増減
△2,200 △2,200

子会社株式の追加取

得
△3,718 △3,718

連結範囲の変動 ― ―

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― △5,919 △688,012 △1 △693,932

当期末残高 1,262,736 1,183,059 1,884,508 △603,694 3,726,609

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差

額金
為替換算調整勘定

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 29,910 5,562 3,680 39,153

当期変動額

剰余金の配当

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）

自己株式の取得

連結子会社の増資に

よる持分の増減

子会社株式の追加取

得

連結範囲の変動

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△30,918 △1,446 △6,314 △38,679

当期変動額合計 △30,918 △1,446 △6,314 △38,679

当期末残高 △1,008 4,116 △2,633 474

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計

当期首残高 22,868 178,488 4,661,053

当期変動額

剰余金の配当 △59,207

親会社株主に帰属す

る当期純損失（△）
△628,804

自己株式の取得 △1

連結子会社の増資に

よる持分の増減
△2,200

子会社株式の追加取

得
△3,718

連結範囲の変動 ―

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△134 △30,291 △69,105

当期変動額合計 △134 △30,291 △763,038

当期末残高 22,733 148,197 3,898,015
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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 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
　至 2019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又は税金等調整前当期
純損失（△）

89,078 △560,012

減価償却費 681,798 714,103

減損損失 - 480,011

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △27,563 △20,062

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 826 15,835

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,070 3,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24,000 3,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 188,325 315,473

受取利息及び受取配当金 △35,638 △27,827

支払利息 81,617 75,444

受取保険金 △20,805 △5,448

関係会社株式評価損 8,153 4,000

投資有価証券評価損益（△は益） 12 40

投資有価証券売却損益（△は益） △64,050 △2,963

有形固定資産除売却損益（△は益） 834 11,063

関係会社整理損 - 7,349

持分法による投資損益（△は益） 2,004 △444

出資金売却益 - △20,341

権利譲渡益 - △31,000

現金受贈益 - △11,231

売上債権の増減額（△は増加） △14,382 △54,446

営業貸付金の増減額（△は増加） 11,715 2,985

たな卸資産の増減額（△は増加） △202,654 2,937

仕入債務の増減額（△は減少） 68 28,250

未払消費税等の増減額（△は減少） 73,192 27,805

その他 23,742 △90,411

小計 779,343 867,108

利息及び配当金の受取額 34,796 31,369

利息の支払額 △78,623 △75,300

保険金の受取額 20,805 5,448

法人税等の支払額 △122,594 △112,405

現金受贈による収入 - 11,231

営業活動によるキャッシュ・フロー 633,728 727,452
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
　至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 - 10,000

有形固定資産の取得による支出 △219,065 △314,818

有形固定資産の除却による支出 - △9,767

有形固定資産の売却による収入 114,356 11,854

無形固定資産の取得による支出 △15,765 △5,259

無形固定資産の売却による収入 33 -

投資有価証券の取得による支出 △43,146 △137,109

投資有価証券の売却による収入 301,146 35,434

差入保証金の差入による支出 △125,000 △4,535

貸付けによる支出 △183,760 △324,076

貸付金の回収による収入 55,381 217,718

関係会社株式の取得による支出 △4,000 △3,800

関係会社株式の売却による収入 - 3,800

関係会社出資金の払込による支出 △38,000 △22,500

出資金の払込による支出 - △950

出資金の売却による収入 - 65,527

権利譲渡による収入 - 10,044

投資活動によるキャッシュ・フロー △157,819 △468,438

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,537,500 1,227,000

短期借入金の返済による支出 △1,135,000 △1,287,000

長期借入れによる収入 2,015,876 2,414,000

長期借入金の返済による支出 △2,234,877 △2,320,396

セール・アンド・リースバックによる収入 5,713 -

設備関係割賦債務の返済による支出 △215,535 △282,346

自己株式の取得による支出 - △1

配当金の支払額 △59,207 △59,207

非支配株主への配当金の支払額 △15,125 △55,000

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込み
による収入

5,100 -

非支配株主からの払込みによる収入 - 9,920

非支配株主からの子会社株式取得による支出 - △9,920

財務活動によるキャッシュ・フロー △95,555 △362,952

現金及び現金同等物に係る換算差額 △390 2,595

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 379,963 △101,342

現金及び現金同等物の期首残高 1,574,884 1,955,703

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）

855 -

現金及び現金同等物の期末残高 1,955,703 1,854,361
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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。

(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

(1) 報告セグメントの決定方法

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行なう対象となっているものであります。

　当社グループは、当社及び子会社10社で構成され、運送、倉庫、乗用車販売、再生可能エネルギー、アグリ、そ

の他の６部門に関係する事業を主として行なっております。

(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

「運送事業」は、顧客の国内貨物及び輸出入貨物の国内の輸送を行なう事業、「倉庫事業」は、顧客より預かっ

た貨物を輸送するまでの保管及び輸出入貨物の保税蔵置並びに通関業法に基づく通関に関する手続業務と、顧客の

需要に応じて荷造梱包及び解装等の諸作業並びに物流業務の一括受託サービスを行なう事業、「乗用車販売事業」

は、本田技研工業株式会社製造車輌の仕入・販売・修理等を行なう業務及び中古自動車の仕入・販売等を行なう事

業、「再生可能エネルギー事業」は、太陽光発電施設を利用した売電事業、「アグリ事業」は、農作物の生産及び

卸し並びに販売等を行う事業、「その他の事業」は、不動産の売買及び賃貸等の不動産業務及び地域密着型等のサ

ービスを提供するための葬祭事業並びに採石事業であります。

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、棚卸資産の評価基準を除き、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。

　棚卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切下げ前の価額で評価しております。報告セグメントの

利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいておりま

す。
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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 2017年４月１日 至 2018年３月31日）

（単位：千円）

報告セグメント
調整額
(注)１

連結財務諸
表計上額
(注)２運送事業 倉庫事業

乗用車
販売事業

再生可能
エネルギ
ー事業

アグリ
事業

その他の
事業

計

営業収益

外部顧客への
営業収益

4,837,583 2,489,049 7,235,139 254,701 739,808 316,131 15,872,413 － 15,872,413

セグメント間の
内部営業収益
または振替高

9,628 68,781 2,900 － 5,856 52,213 139,380 △139,380 －

計 4,847,211 2,557,830 7,238,040 254,701 745,665 368,344 16,011,793 △139,380 15,872,413

セグメント利益
または損失（△）

27,561 560,268 206,400 66,129 △125,029 △96,527 638,801 △388,962 249,838

セグメント資産 3,174,776 5,760,875 2,849,408 1,302,761 240,745 2,595,647 15,924,215 2,647,208 18,571,424

その他の項目

減価償却費 109,498 269,719 143,443 75,592 12,331 59,356 669,942 11,855 681,798

持分法適用会社
への投資額

－ － － － 29,085 21,766 50,852 － 50,852

有形固定資産及
び無形固定資産
の増加額

110,251 445,432 184,498 － 59,315 80,791 880,290 15,353 895,643

(注) １ 調整額は、以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額△388,962千円には、セグメント間取引消去26,437千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△415,400千円が含まれております。全社費用は、主に親会社の管理部門に係る費用

であります。

(2) セグメント資産の調整額2,647,208千円には、本社管理部門に対する債権等の相殺消去△3,608,052千円、

各報告セグメントに配分していない全社資産6,255,261千円が含まれております。全社資産は、主に報告セ

グメントに帰属しない本社資産であります。

(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額15,353千円は、主に全社資産の購入によるものであり

ます。

２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行なっております。
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当連結会計年度（自 2018年４月１日 至 2019年３月31日）

（単位：千円）

報告セグメント
調整額
(注)１

連結財務諸
表計上額
(注)２運送事業 倉庫事業

乗用車
販売事業

再生可能
エネルギ
ー事業

アグリ
事業

その他の
事業

計

営業収益

外部顧客への
営業収益

5,197,905 2,688,500 7,936,501 250,956 59,754 281,809 16,415,428 － 16,415,428

セグメント間の
内部営業収益
または振替高

3,596 68,364 2,344 － 1,437 91,663 167,406 △167,406 －

計 5,201,501 2,756,865 7,938,846 250,956 61,191 373,473 16,582,834 △167,406 16,415,428

セグメント利益
または損失（△）

42,294 555,632 227,946 49,511 △146,077 △124,259 605,049 △426,191 178,858

セグメント資産 3,321,485 5,502,610 2,740,608 1,301,759 108,175 2,142,765 15,117,404 2,737,665 17,855,069

その他の項目

減価償却費 122,460 290,129 144,129 75,122 13,122 59,467 704,430 9,672 714,103

持分法適用会社
への投資額

－ － － － 36,758 28,373 65,131 － 65,131

有形固定資産及
び無形固定資産
の増加額

133,132 155,041 192,510 4,750 3,993 151,606 641,035 △22,830 618,205

(注) １ 調整額は、以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額△426,191千円には、セグメント間取引消去21,414千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△447,605千円が含まれております。全社費用は、主に親会社の管理部門に係る費用

であります。

(2) セグメント資産の調整額2,737,665千円には、本社管理部門に対する債権等の相殺消去△3,750,746千円、

各報告セグメントに配分していない全社資産6,488,411千円が含まれております。全社資産は、主に報告セ

グメントに帰属しない本社資産であります。

(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△22,830千円は、主にリース資産の相殺消去でありま

す。

２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行なっております。
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【関連情報】

前連結会計年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２ 地域ごとの情報

(1) 営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が連結損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を

省略しております。

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、連結損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま

せん。

当連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２ 地域ごとの情報

(1) 営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が連結損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を

省略しております。

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、連結損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま

せん。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

（単位：千円）

報告セグメント
調整額 連結財務諸

表計上額運送事業 倉庫事業
乗用車
販売事業

再生可能
エネルギ
ー事業

アグリ
事業

その他の
事業

計

減損損失 － － － － 18,409 461,601 480,011 － 480,011

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

１株当たり純資産額 941円 54銭 786円 87銭

１株当たり当期純損失（△） △20円 7銭 △132円 75銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
－円 －銭 －円 －銭

(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失であ

るため記載しておりません。

　 ２ １株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

項目
前連結会計年度

(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)

当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

１株当たり当期純損失

親会社株主に帰属する当期純損失（△）(千円) △95,055 △628,804

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

当期純損失（△）(千円)
△95,055 △628,804

普通株式の期中平均株式数（株） 4,736,594 4,736,593

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益調整額(千円) － －

(うち支払利息(税額相当額控除後)(千円)) － －

普通株式増加数(株) － －

(うち転換社債型新株予約権付社債(株)) － －

(うち新株予約権(株)) － －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期

純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

自己株式取得方式による

ストックオプション

159,000株

自己株式取得方式による

ストックオプション

158,000株

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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