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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の業績（2020年３月21日～2020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 ％

2021年３月期第２四半期 4,121 △5.7 75 △66.8 83 △65.3 47 △73.0

2020年３月期第２四半期 4,370 2.0 227 160.8 240 104.3 176 98.2
　

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 64.03 －
2020年３月期第２四半期 236.39 －

　　

（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

2021年３月期第２四半期 10,354 6,027 58.2 8,075.22

2020年３月期 10,326 6,008 58.2 8,049.41
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 6,027百万円 2020年３月期 6,008百万円
　　　

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 － 50.00 － 50.00 100.00

2021年３月期 － 50.00

2021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
　　　

３．2021年３月期の業績予想（2020年３月21日～2021年３月20日）
　2021年３月期の業績予想につきましては、現時点では適正かつ合理的な算定が困難な状況なため、開示しておりま
せん。なお、今後適正かつ合理的な算定が可能となった時点で速やかに開示いたします。



※ 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) 2021年３月期２Ｑ 756,000株 2020年３月期 756,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 9,522株 2020年３月期 9,522株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 746,478株 2020年３月期２Ｑ 748,065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

　新型コロナウイルスの感染拡大が事業活動及び経営成績に与える影響により、業績予想の適正かつ合理的な算定
が困難であることから、今回の業績予想を開示しておりません。なお、今後適正かつ合理的な算定が可能となった
時点で速やかに開示いたします。
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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２四半期累計期間のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、経済活動並びに個人消費が制

約され、景気は急速に減速いたしました。緊急事態宣言解除後、経済活動が徐々に再開したことによって回復の兆し

は見られるものの、依然として感染拡大の不安や懸念は大きく、先行き不透明な状況が続いております。

このような状況のもと、当第２四半期累計期間は、前年同四半期と比較して、営業収益及び経常利益ともに新型コ

ロナウイルス感染症の影響により減収減益となりました。

その結果、営業収益は41億21百万円（前年同四半期比5.7％減）、経常利益は83百万円（前年同四半期比65.3％

減）、四半期純利益は47百万円（前年同四半期比73.0％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

流動資産は、35億52百万円(前期末比3.8％増、１億29百万円増)となり、そのうち現金及び預金は19億20百万円（前

期末比16百万円増）、受取手形及び営業未収入金は15億59百万円(前期末比85百万円増)となりました。

固定資産は、68億１百万円(前期末比1.5％減、１億２百万円減)となり、そのうち有形固定資産は62億60百万円（前

期末比１億６百万円減）、投資有価証券は２億58百万円（前期末比16百万円増）となりました。

流動負債は、15億８百万円(前期末比7.6％増、１億６百万円増)となり、そのうち営業未払金は３億１百万円（前期

末比18百万円増）、賞与引当金は１億74百万円(前期末比３百万円減)となりました。

固定負債は、28億18百万円(前期末比3.4％減、98百万円減)となり、そのうち長期借入金は25億21百万円(前期末比

99百万円減)となりました。

純資産は、60億27百万円(前期末比0.3％増、19百万円増)となり、そのうち利益剰余金は37億55百万円(前期末比10

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

2021年３月期の業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、先行きが不透明な状況が続いてい

ることから現時点での事業への影響について適正かつ合理的な算定が困難であるため、開示をしておりません。今後

の動向を見極めながら、適正かつ合理的な算定が可能になった時点で速やかに開示を行う予定であります。
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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。
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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
(2020年３月20日)

当第２四半期会計期間
(2020年９月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,904,142 1,920,248

受取手形及び営業未収入金 1,474,242 1,559,494

貯蔵品 10,060 8,331

その他 36,395 66,159

貸倒引当金 △2,000 △1,900

流動資産合計 3,422,840 3,552,334

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 7,216,567 7,221,474

減価償却累計額 △4,329,069 △4,421,880

建物及び構築物（純額） 2,887,498 2,799,594

機械装置及び運搬具 1,725,875 1,705,697

減価償却累計額 △1,567,042 △1,566,917

機械装置及び運搬具（純額） 158,833 138,779

土地 3,163,267 3,163,267

その他 361,094 363,433

減価償却累計額 △203,585 △204,632

その他（純額） 157,508 158,800

有形固定資産合計 6,367,107 6,260,442

無形固定資産 38,990 35,238

投資その他の資産

投資有価証券 242,225 258,736

差入保証金 67,907 66,486

その他 187,911 180,884

投資その他の資産合計 498,044 506,106

固定資産合計 6,904,143 6,801,787

資産合計 10,326,984 10,354,121
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月20日)

当第２四半期会計期間
(2020年９月20日)

負債の部

流動負債

営業未払金 283,659 301,668

1年内返済予定の長期借入金 200,220 200,060

未払法人税等 44,124 46,059

賞与引当金 177,912 174,054

役員賞与引当金 24,000 12,000

その他 672,041 774,271

流動負債合計 1,401,957 1,508,114

固定負債

長期借入金 2,621,527 2,521,577

退職給付引当金 79,644 79,064

役員退職慰労引当金 181,723 183,965

その他 33,425 33,425

固定負債合計 2,916,321 2,818,033

負債合計 4,318,279 4,326,147

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 3,745,441 3,755,918

自己株式 △32,324 △32,324

株主資本合計 5,973,117 5,983,593

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 35,587 44,381

評価・換算差額等合計 35,587 44,381

純資産合計 6,008,704 6,027,974

負債純資産合計 10,326,984 10,354,121
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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 2019年３月21日
　至 2019年９月20日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年３月21日
　至 2020年９月20日)

営業収益 4,370,923 4,121,921

営業原価 3,927,366 3,839,580

営業総利益 443,557 282,341

販売費及び一般管理費 216,274 206,836

営業利益 227,283 75,504

営業外収益

受取利息 66 46

受取配当金 9,555 8,759

受取保険金 3,795 742

補助金収入 100 100

その他 3,379 3,682

営業外収益合計 16,896 13,330

営業外費用

支払利息 3,436 4,994

その他 113 354

営業外費用合計 3,549 5,348

経常利益 240,629 83,487

特別利益

固定資産売却益 4,798 839

投資有価証券売却益 19,182 －

特別利益合計 23,980 839

特別損失

固定資産除却損 － 237

投資有価証券売却損 178 －

投資有価証券評価損 2,021 －

特別損失合計 2,199 237

税引前四半期純利益 262,410 84,089

法人税、住民税及び事業税 70,000 28,500

法人税等調整額 15,577 7,789

法人税等合計 85,577 36,289

四半期純利益 176,832 47,800
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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 2019年３月21日
　至 2019年９月20日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年３月21日
　至 2020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 262,410 84,089

減価償却費 63,379 143,954

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） △11,720 △3,858

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12,000 △12,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,371 △580

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,241 2,241

受取利息及び受取配当金 △9,621 △8,805

支払利息 3,436 4,994

固定資産売却損益（△は益） △4,798 △839

固定資産除却損 － 237

投資有価証券売却損益（△は益） △19,003 －

投資有価証券評価損益（△は益） 2,021 －

売上債権の増減額（△は増加） △193,226 △85,252

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,045 1,729

仕入債務の増減額（△は減少） 45,250 18,008

その他 93,279 50,104

小計 214,223 193,922

利息及び配当金の受取額 9,621 8,805

利息の支払額 △3,436 △4,994

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △69,093 △26,772

営業活動によるキャッシュ・フロー 151,314 170,961

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 △743,208 △10,539

有形固定資産の売却による収入 4,848 840

投資有価証券の取得による支出 － △3,924

投資有価証券の売却による収入 40,026 －

その他 △2,196 223

投資活動によるキャッシュ・フロー △700,529 △13,399

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 300,000 －

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 △80,331 △100,110

割賦債務の返済による支出 － △4,022

配当金の支払額 △37,511 △37,323

自己株式の取得による支出 △17,710 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 664,446 △141,456

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 115,231 16,106

現金及び現金同等物の期首残高 1,632,552 1,704,142

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,747,784 1,720,248
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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。


