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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020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)

営業収益 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２四半期 5,103 △1.3 634 △2.7 620 △0.4 513 △0.4

2020年３月期第２四半期 5,171 3.0 651 13.7 622 15.7 515 22.0
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 483百万円( 13.5％) 2020年３月期第２四半期 426百万円( 13.3％)
　

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２四半期 31.55 31.46

2020年３月期第２四半期 31.82 31.56
　

　

（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２四半期 23,528 13,504 57.4

2020年３月期 23,168 13,096 56.5
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 13,495百万円 2020年３月期 13,086百万円
　

　

　

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 － 3.00 － 4.50 7.50

2021年３月期 － 3.00

2021年３月期(予想) － 4.00 7.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

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、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

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 10,020 △2.4 1,090 △9.5 1,030 △9.5 850 △8.0 52.12
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　



※ 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
　

　

（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２Ｑ 16,374,110株 2020年３月期 16,374,110株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 72,745株 2020年３月期 66,947株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 16,289,209株 2020年３月期２Ｑ 16,207,824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、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2四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルスの感染拡大により急速に停滞しました。期央

から持ち直しの動きは見せたものの、感染症の影響による消費低迷は継続し厳しい経済情勢で推移しました。

倉庫物流業界におきましても、直近において荷動きの回復が見られますが、感染症の影響により一部の荷主企業か

らの委託物量が減少し、今後の先行きが不透明な状況となっております。

このような情勢のもと、当社グループは業務のより一層の効率化を行い高品質の物流サービスを提供して、顧客満

足度を向上させることを目指してまいりました。

当第2四半期連結累計期間における当社グループの営業収益は51億3百万円となり、前年同四半期に比べ6千8百万円

（1.3％）の減収となりました。営業原価は39億9千9百万円となり、前年同四半期に比べ7千1百万円（1.8％）減少し

ましたが、販売費及び一般管理費は4億6千9百万円となり、前年同四半期に比べ2千1百万円（4.7％）増加しました。

これらにより営業利益は6億3千4百万円となり、前年同四半期に比べ1千7百万円（2.7％）の減益となりました。経常

利益は6億2千万円となり前年同四半期に比べ2百万円（0.4％）の減益となり、特別利益に投資有価証券売却益を1億6

千1百万円計上し、特別損失に固定資産除却損を2千2百万円計上しました。法人税等合計2億4千2百万円を差し引くと、

親会社株主に帰属する四半期純利益は5億1千3百万円となり、前年同四半期に比べ1百万円（0.4％）の減益となりまし

た。

セグメントごとの経営業績は、次のとおりであります。

(物流事業)

倉庫業務は前年同四半期に比べ化学工業品や日用品の取扱が増加しましたが、食料工業品の取扱が減少しました。

運送業務は新型コロナウイルスの感染拡大の影響から荷主企業からの配送委託物量が減少しましたが、オフィス移転

作業が増加しました。その結果、外部顧客に対する営業収益は42億7千9百万円となり、前年同四半期に比べ5千2百万

円（1.2％）の減収となりました。営業原価において人件費が減少しましたが、セグメント利益は3億4千1百万円とな

り、前年同四半期に比べ3千7百万円（9.9％）の減益となりました。

(不動産事業）

前期後半より新規物件が稼働を始めましたが、一部テナントとの契約終了もあったため、外部顧客に対する営業収

益は6億4千1百万円となり、前年同四半期に比べ2千5百万円（3.9％）の減収となりました。しかし、減価償却費や租

税公課が減少したことにより、セグメント利益は5億4百万円となり、前年同四半期に比べ7百万円（1.4％）の増益と

なりました。

(その他の事業）

ゴルフ練習場は入場者数が増加し、営業収益が1億3千3百万円となり増収となりました。また、売電事業は安定した

稼働を継続しており、営業収益がほぼ前年と同額の4千9百万円となりました。

以上により、その他の事業の外部顧客に対する営業収益は1億8千2百万円となり、前年同四半期に比べ1千万円（6.1

％）の増収となりました。セグメント利益は7千2百万円となり、前年同四半期に比べ7百万円（11.1％）の増益となりま

した。

（２）財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末の資産合計は235億2千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億5千9百万円増加しま

した。これは、固定資産において建物及び構築物と建設仮勘定が増加したこと等によります。負債合計は100億2千3百

万円となり、前連結会計年度末に比べ4千8百万円減少しました。これは、流動負債において未払法人税等が減少し、

固定負債において長期借入金が減少したこと等によります。純資産合計は135億4百万円となり、前連結会計年度末に

比べ4億8百万円増加しました。これは、株主資本の利益剰余金が増加したこと等によります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年3月期の連結業績予想は現在のところ、物流事業において下期予定だった一部の荷捌案件が前倒しで実施され

たこと等で、期初予想に比べ上振れて業績推移しておりますが、感染症の拡大状況による今後の業績の不確実性から、

2020年4月30日に公表した連結業績予想を据え置いております。今後何らかの変更がある場合には速やかに開示してま

いります。
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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：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,141,558 3,789,332

受取手形及び売掛金 1,031,814 1,047,401

リース投資資産（純額） 2,271,533 2,242,350

その他 79,762 81,892

貸倒引当金 △3,832 △3,877

流動資産合計 7,520,835 7,157,098

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,903,822 8,060,847

機械装置及び運搬具（純額） 548,836 530,735

工具、器具及び備品（純額） 164,891 165,196

土地 4,521,172 4,521,172

リース資産（純額） 15,154 12,999

建設仮勘定 244,279 645,717

有形固定資産合計 13,398,157 13,936,670

無形固定資産

借地権 295,290 295,290

その他 424,508 709,885

無形固定資産合計 719,798 1,005,175

投資その他の資産

投資有価証券 1,113,224 1,018,215

繰延税金資産 171,786 158,766

その他 265,995 273,719

貸倒引当金 △21,387 △21,387

投資その他の資産合計 1,529,619 1,429,314

固定資産合計 15,647,575 16,371,160

資産合計 23,168,410 23,528,259
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 339,508 299,748

1年内返済予定の長期借入金 1,796,342 2,341,162

未払金 81,427 729,886

リース債務 9,039 6,041

未払法人税等 326,272 211,809

未払消費税等 120,471 80,334

賞与引当金 178,371 187,655

未払費用 232,726 222,990

その他 123,042 116,533

流動負債合計 3,207,201 4,196,161

固定負債

長期借入金 5,587,205 4,579,739

長期預り金 142,720 143,413

リース債務 10,090 10,168

繰延税金負債 135,526 119,005

役員退職慰労引当金 219,941 194,032

退職給付に係る負債 730,608 741,643

資産除去債務 35,050 35,270

その他 3,870 3,870

固定負債合計 6,865,012 5,827,142

負債合計 10,072,213 10,023,303

純資産の部

株主資本

資本金 2,624,053 2,624,053

資本剰余金 2,416,877 2,418,005

利益剰余金 7,780,619 8,221,176

自己株式 △33,822 △36,768

株主資本合計 12,787,727 13,226,466

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 322,378 290,006

退職給付に係る調整累計額 △23,213 △20,822

その他の包括利益累計額合計 299,164 269,183

新株予約権 9,305 9,305

純資産合計 13,096,197 13,504,955

負債純資産合計 23,168,410 23,528,259
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業収益 5,171,255 5,103,239

営業原価 4,070,953 3,999,297

営業総利益 1,100,301 1,103,941

販売費及び一般管理費

給料及び手当 251,973 260,779

その他 196,544 208,940

販売費及び一般管理費合計 448,518 469,720

営業利益 651,783 634,221

営業外収益

受取利息 365 239

受取配当金 22,793 21,177

社宅使用料 13,074 14,791

その他 6,097 11,045

営業外収益合計 42,330 47,253

営業外費用

支払利息 49,640 43,037

支払手数料 16,254 13,109

その他 5,420 5,185

営業外費用合計 71,315 61,332

経常利益 622,798 620,142

特別利益

投資有価証券売却益 151,056 161,231

特別利益合計 151,056 161,231

特別損失

固定資産除却損 13,000 22,680

投資有価証券売却損 706 1,936

特別損失合計 13,706 24,616

税金等調整前四半期純利益 760,149 756,756

法人税、住民税及び事業税 247,169 230,014

法人税等調整額 △2,796 12,803

法人税等合計 244,372 242,817

四半期純利益 515,776 513,939

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純利益 515,776 513,939
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 515,776 513,939

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △92,057 △32,372

退職給付に係る調整額 2,816 2,391

その他の包括利益合計 △89,241 △29,981

四半期包括利益 426,535 483,958

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 426,535 483,958

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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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。

（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 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円）

報告セグメント
調整額
(注)1

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)2

物流事業 不動産事業
その他の
事業

計

営 業 収 益

外部顧客に対する営業
収益

4,332,251 667,244 171,759 5,171,255 － 5,171,255

セグメント間の内部営
業収益又は振替高

14,400 75,845 20,880 111,125 △111,125 －

計 4,346,651 743,090 192,639 5,282,381 △111,125 5,171,255

セグメント利益 379,165 497,088 65,536 941,790 △290,007 651,783

(注)1 調整額は以下のとおりであります。

セグメント利益の調整額290,007千円は、各報告セグメントに配分されていない全社費用であります。全社費

用は、親会社の本社管理部門に係る費用であります。

　 2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円）

報告セグメント
調整額
(注)1

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)2

物流事業 不動産事業
その他の
事業

計

営 業 収 益

外部顧客に対する営業
収益

4,279,502 641,450 182,286 5,103,239 － 5,103,239

セグメント間の内部営
業収益又は振替高

14,400 75,419 20,880 110,699 △110,699 －

計 4,293,902 716,870 203,166 5,213,939 △110,699 5,103,239

セグメント利益 341,547 504,104 72,785 918,438 △284,217 634,221

(注)1 調整額は以下のとおりであります。

セグメント利益の調整額284,217千円は、各報告セグメントに配分されていない全社費用であります。全社費

用は、親会社の本社管理部門に係る費用であります。

　 2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。


