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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第１四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年６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 ％

2021年３月期第１四半期 7,064 △24.7 △601 － △379 － △367 －

2020年３月期第１四半期 9,378 △0.0 120 81.6 171 96.1 37 －
(注) 包括利益 2021年３月期第１四半期 △292百万円( －％) 2020年３月期第１四半期 29百万円( －％)
　

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

2021年３月期第１四半期 △259.42 －

2020年３月期第１四半期 26.35 －
　　

（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 ％

2021年３月期第１四半期 47,802 16,397 34.0

2020年３月期 47,937 16,863 34.9
(参考) 自己資本 2021年３月期第１四半期 16,265百万円 2020年３月期 16,726百万円

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

2020年３月期 － 0.00 － 120.00 120.00

2021年３月期 －

2021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
　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021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) 15,439 △17.6 △1,743 － △1,586 － △1,114 － △787.73

通期 41,615 △7.3 58 △96.6 205 △88.4 42 △93.2 29.94
(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) 2021年３月期１Ｑ 1,418,000株 2020年３月期 1,418,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期１Ｑ 3,192株 2020年３月期 3,192株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期１Ｑ 1,414,808株 2020年３月期１Ｑ 1,414,833株
　
　

※ 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）2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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う経済活動の低下

が続いており、輸出、生産の減少傾向が顕著であります。世界景気は全体的に低迷しており、依然として今後の見

通しは不透明であります。

　物流業界では、ドライバー有効求人倍率が低下しましたが、引き続き高い倍率を維持しております。その為、長

年の課題となっているドライバー不足を解消するには至っておらず、全体としては厳しい経営環境で推移致しまし

た。不動産業界では、首都圏の大型施設における空室率が過去最低を記録したことにより、賃料の上昇傾向が継続

致しました。婚礼業界では、婚礼延期等の影響で非常に厳しい経営環境となっております。印刷業界では、新聞分

野における発行部数の減少傾向が継続する等、依然として厳しい状況が続いております。

　当社グループは、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」を信念に、高品質のサービスを提供して参りました。

　これらの結果、物流事業における鋼材関連および輸出用建設機械の輸送量の減少、印刷事業における結婚式場の

取扱組数の減少に起因する婚礼印刷の受注件数減少等により、当第１四半期連結累計期間における売上高は7,064百

万円（前年同四半期比24.7％減）、営業損失は601百万円（前年同四半期比は営業利益120百万円）、経常損失は379

百万円（前年同四半期比は経常利益171百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は367百万円（前年同四半期

は親会社株主に帰属する四半期純利益37百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　 当第１四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135百万円減少し、47,802百万円とな

りました。これは主に、現金及び預金が403百万円、原材料及び貯蔵品が111百万円、流動資産のその他に含まれる

未収入金が103百万円、繰延税金資産が331百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が960百万円、減価償却等によ

り有形固定資産が222百万円減少したことによるものであります。

　負債合計は、前連結会計年度末に比べ330百万円増加し、31,404百万円となりました。これは主に、短期借入金が

1,388百万円、未払法人税等が137百万円、流動負債のその他に含まれる未払費用が598百万円、長期借入金が288百

万円が増えた一方、支払手形及び買掛金が759百万円、賞与引当金が297百万円、流動負債のその他に含まれる設備

関係支払手形が736百万円、未払金が351百万円、前受金が114百万円減少したことによるものであります。

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べ465百万円減少し、16,397百万円となり、自己資本比率は34.0％となりま

した。これは主に、配当金の支払等により利益剰余金が536百万円減少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

当期の連結業績予想について、現時点においては、2020年５月15日発表の予想数値に変更ありません。

　 なお、新型コロナウイルス感染症の拡大が長期化した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性が

　 あります。今後、連結業績予想の修正が必要と判断された場合には、速やかに開示いたします。
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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：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,460,353 5,863,744

受取手形及び売掛金 5,753,880 4,793,847

電子記録債権 112,811 87,131

商品及び製品 64,650 67,692

仕掛品 13,096 42,414

原材料及び貯蔵品 1,401,626 1,513,043

その他 966,609 1,043,540

貸倒引当金 △2,030 △1,513

流動資産合計 13,770,997 13,409,901

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,031,658 6,869,642

機械装置及び運搬具（純額） 2,149,489 2,102,979

土地 17,159,143 17,159,143

その他（純額） 980,948 966,783

有形固定資産合計 27,321,240 27,098,549

無形固定資産

借地権 1,113,556 1,113,556

その他 663,740 649,029

無形固定資産合計 1,777,297 1,762,586

投資その他の資産

投資有価証券 1,501,433 1,582,392

長期貸付金 685,021 670,415

繰延税金資産 1,050,746 1,382,313

退職給付に係る資産 74,919 75,811

その他 1,774,858 1,841,424

貸倒引当金 △18,658 △21,164

投資その他の資産合計 5,068,320 5,531,192

固定資産合計 34,166,859 34,392,329

資産合計 47,937,856 47,802,230
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,924,515 3,165,071

短期借入金 5,928,269 7,316,721

未払法人税等 256,341 394,234

賞与引当金 440,350 143,206

事業構造改善引当金 － 105,944

その他 3,190,383 2,637,018

流動負債合計 13,739,859 13,762,197

固定負債

長期借入金 10,831,303 11,120,150

繰延税金負債 9,512 6,686

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 1,290,338 1,303,869

退職給付に係る負債 1,595,739 1,624,374

長期預り金 788,937 788,784

その他 275,534 255,342

固定負債合計 17,334,231 17,642,072

負債合計 31,074,091 31,404,270

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 8,757,748 8,220,942

自己株式 △11,930 △11,930

株主資本合計 10,967,808 10,431,002

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 141,759 219,493

土地再評価差額金 5,573,222 5,573,222

退職給付に係る調整累計額 44,063 41,558

その他の包括利益累計額合計 5,759,045 5,834,274

非支配株主持分 136,911 132,683

純資産合計 16,863,765 16,397,960

負債純資産合計 47,937,856 47,802,230
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

売上高 9,378,988 7,064,995

売上原価 7,524,526 6,255,144

売上総利益 1,854,461 809,850

販売費及び一般管理費

役員報酬 127,300 117,028

給料手当及び賞与 572,037 532,116

賞与引当金繰入額 58,287 39,347

退職給付費用 24,750 17,840

役員退職慰労引当金繰入額 14,635 13,530

貸倒引当金繰入額 349 1,988

その他 936,533 689,469

販売費及び一般管理費合計 1,733,895 1,411,320

営業利益又は営業損失（△） 120,566 △601,470

営業外収益

受取利息 5,065 4,869

受取配当金 24,894 22,080

受取賞品 50,735 56,991

雇用調整助成金 － 161,234

その他 14,236 12,981

営業外収益合計 94,932 258,158

営業外費用

支払利息 40,856 32,216

社債利息 231 －

その他 3,267 3,675

営業外費用合計 44,355 35,892

経常利益又は経常損失（△） 171,143 △379,203

特別利益

固定資産売却益 35 964

投資有価証券売却益 － 15,000

受取保険金 － 1,745

特別利益合計 35 17,710

特別損失

固定資産除却損 290 263

事業構造改善引当金繰入額 － 105,944

特別損失合計 290 106,208

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（△）

170,889 △467,701

法人税、住民税及び事業税 314,069 267,466

法人税等調整額 △179,964 △367,410

法人税等合計 134,105 △99,944

四半期純利益又は四半期純損失（△） 36,784 △367,757

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △490 △727

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

37,274 △367,029
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 36,784 △367,757

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △9,244 77,734

退職給付に係る調整額 1,684 △2,504

その他の包括利益合計 △7,560 75,229

四半期包括利益 29,223 △292,527

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 29,714 △291,799

非支配株主に係る四半期包括利益 △490 △727
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（四半期連結損益計算書関係）

　 （事業構造改善引当金繰入額に関する注記）

　 人員の適正化に伴う希望退職の募集による割増退職金の支給見込額を事業構造改善引当金繰入額として

　 特別損失に計上しております。

（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。

（追加情報）

　（新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積り）

　 当第１四半期連結会計期間における新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積りおよび

　当該見積りに用いた仮定については、前連結会計年度における有価証券報告書の（追加情報）に記載した

　内容から重要な変更はありません。
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