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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)

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２四半期 14,518 △22.5 △1,170 － △928 － △749 －

2020年３月期第２四半期 18,727 0.5 86 － 142 － △1 －
(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 △703百万円( －％) 2020年３月期第２四半期 △34百万円( －％)
　

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２四半期 △529.81 －

2020年３月期第２四半期 △1.29 －

（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 49,883 15,986 31.8

2020年３月期 47,937 16,863 34.9
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 15,858百万円 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 － 0.00

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
　　

当社は定款において３月31日又は９月30日を配当基準日と定めておりますが、2021年３月期について、９月30日を基
準日とする配当は無配、３月31日を基準日とする配当については未定としております。

　

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)

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

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２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 1,414,808株 2020年３月期２Ｑ 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）３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いその活動が低下

しております。感染者の増大には歯止めが掛かっておらず、今後の経済は依然として不透明であります。

　物流業界では、ドライバー有効求人倍率が高止まりしていることから、長年の課題となっているドライバー不足

は未だ解消されず、全体としては厳しい経営環境で推移しました。不動産業界では、首都圏の大型物流施設の空室

率は低い水準にあるため、賃料の上昇傾向が継続しております。印刷業界の婚礼分野では、新型コロナウイルス感

染症拡大に伴う婚礼時期の見直し等の影響で非常に厳しい経営環境となっております。また、新聞分野においても

発行部数の減少が止まらない等、依然として厳しい状況が続いております。

　このような経営環境に対応すべく、当社グループは、原点である経営理念の「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」に立ち返り、取り組みを行ってまいりました。

　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２四半期連結累計期間における売上高は14,518

百万円（前年同四半期比22.5％減）、営業損失は1,170百万円（前年同四半期比は営業利益86百万円）、経常損失は

928百万円（前年同四半期比は経常利益142百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は749百万円（前年同四半

期は親会社株主に帰属する四半期純損失１百万円）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における資産合計は前連結会計年度末に比べ1,945百万円増加し、49,883百万円と

なりました。これは主に、商品及び製品が230百万円、原材料及び貯蔵品が1,901百万円、流動資産のその他に含ま

れる前渡金が345百万円、繰延税金資産が598百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が678百万円、減価償却等に

より有形固定資産が516百万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2,822百万円増加し、33,896百万円となりました。これは主に、短期借入金

が3,124百万円、未払法人税等が197百万円、流動負債のその他に含まれる未払金が434百万円、長期借入金が349百

万円が増えた一方、支払手形及び買掛金が494百万円、流動負債のその他に含まれる設備関係支払手形が703百万円、

退職給付に係る負債が154百万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876百万円減少し、15,986百万円となり、自己資本比率は31.8％となりま

した。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失749百万円を計上したことに加え、配当金の支払等により利

益剰余金が919百万円減少したことによるものであります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　１.2021年３月期第２四半期連結業績予想と実績との差異

　 （2020年４月１日～2020年９月30日）

（単位：百万円）

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

１ 株 当 た り
四 半 期 純 利 益

前回発表予想(Ａ) 15,439 △1,743 △1,586 △1,114
円 銭

△787.73

実 績(Ｂ) 14,518 △1,170 △928 △749 △529.81

増 減 額 ( Ｂ - Ａ ) △921 572 657 364 ―

増 減 率 （ ％ ） △6.0 ― ― ― ―

（ご参考）
前期第２四半期実績

（2020年３月期第２四半期）
18,727 86 142 △1 △1.29

　

　２.差異の理由

　当第２四半期の業績は新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、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の減少により売上

高は921百万円の減少となりました。しかしながら、有形固定資産に係る修繕計画および代替時期の見直し等により

修繕費および減価償却費が減少したこと、また、売上高の減少に起因する外注費および燃料費の減少、営業展開に係

る諸活動の一部自粛に伴い販売費および一般管理費が減少したこと等により、2020年５月15日発表の第２四半期連結

業績予想との営業利益以下の各段階利益について、上記の通り差異が生じました。

　なお、2021年3月期通期連結業績予想につきましては、2020年５月15日に発表いたしました業績予想からの変更は

ありません。しかしながら、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 5,460,353 5,394,560

受取手形及び売掛金 5,753,880 5,075,830

電子記録債権 112,811 80,933

商品及び製品 64,650 295,524

仕掛品 13,096 60,166

原材料及び貯蔵品 1,401,626 3,302,710

その他 966,609 1,293,529

貸倒引当金 △2,030 △1,322

流動資産合計 13,770,997 15,501,932

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,031,658 6,773,303

機械装置及び運搬具（純額） 2,149,489 2,012,342

土地 17,159,143 17,159,143

その他（純額） 980,948 859,823

有形固定資産合計 27,321,240 26,804,613

無形固定資産

借地権 1,113,556 1,113,556

その他 663,740 720,137

無形固定資産合計 1,777,297 1,833,694

投資その他の資産

投資有価証券 1,501,433 1,553,483

長期貸付金 685,021 653,291

繰延税金資産 1,050,746 1,649,464

退職給付に係る資産 74,919 76,591

その他 1,774,858 1,829,049

貸倒引当金 △18,658 △18,502

投資その他の資産合計 5,068,320 5,743,377

固定資産合計 34,166,859 34,381,685

資産合計 47,937,856 49,883,617
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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 3,924,515 3,429,969

電子記録債務 － 84,445

短期借入金 5,928,269 9,052,579

未払法人税等 256,341 454,139

賞与引当金 440,350 400,114

事業構造改善引当金 － 1,258

その他 3,190,383 2,949,478

流動負債合計 13,739,859 16,371,984

固定負債

長期借入金 10,831,303 11,180,621

繰延税金負債 9,512 12,411

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 1,318,616

退職給付に係る負債 1,595,739 1,441,029

長期預り金 788,937 785,850

その他 275,534 243,417

固定負債合計 17,334,231 17,524,813

負債合計 31,074,091 33,896,798

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 7,838,388

自己株式 △11,930 △11,930

株主資本合計 10,967,808 10,048,449

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 141,759 197,332

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 39,094

その他の包括利益累計額合計 5,759,045 5,809,648

非支配株主持分 136,911 128,721

純資産合計 16,863,765 15,986,819

負債純資産合計 47,937,856 49,883,617
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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)

売上高 18,727,125 14,518,042

売上原価 15,164,849 12,684,437

売上総利益 3,562,275 1,833,604

販売費及び一般管理費

役員報酬 244,328 234,104

給料手当及び賞与 1,126,143 1,027,482

賞与引当金繰入額 144,832 110,820

退職給付費用 49,022 34,317

役員退職慰労引当金繰入額 30,276 28,277

貸倒引当金繰入額 901 1,611

その他 1,879,946 1,567,599

販売費及び一般管理費合計 3,475,452 3,004,214

営業利益又は営業損失（△） 86,823 △1,170,610

営業外収益

受取利息 10,220 9,690

受取配当金 40,900 38,346

受取賞品 56,029 59,740

雇用調整助成金 － 181,804

その他 37,683 27,035

営業外収益合計 144,833 316,618

営業外費用

支払利息 80,826 65,159

社債利息 402 －

貸倒引当金繰入額 14 －

その他 7,451 9,795

営業外費用合計 88,695 74,955

経常利益又は経常損失（△） 142,961 △928,947

特別利益

固定資産売却益 8,105 20,359

投資有価証券売却益 － 15,000

受取保険金 － 1,745

特別利益合計 8,105 37,105

特別損失

事業構造改善費用 － 130,135

事業構造改善引当金繰入額 － 1,258

固定資産除却損 6,699 3,408

特別損失合計 6,699 134,802

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（△）

144,367 △1,026,644

法人税、住民税及び事業税 402,780 345,381

法人税等調整額 △255,256 △617,752

法人税等合計 147,524 △272,371

四半期純損失（△） △3,156 △754,272

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △1,330 △4,689

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △1,826 △749,582
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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)

四半期純損失（△） △3,156 △754,272

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △34,876 55,572

退職給付に係る調整額 3,368 △4,969

その他の包括利益合計 △31,507 50,603

四半期包括利益 △34,664 △703,668

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △33,333 △698,979

非支配株主に係る四半期包括利益 △1,330 △4,689
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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）

　（事業構造改善費用に関する注記）

　 主に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額を事業構造改善費用として特別損失に計上

　 しております。

　（事業構造改善引当金繰入額に関する注記）

　 営業所閉鎖に伴う現状回復費用の見積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）

　 新型コロナウイルス感染症の収束時期は不透明であり、当社グループへの影響について不確定要素が多い

　ものの、当第２四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。


