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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第３四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年12月31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３四半期 7,594 △1.6 928 0.3 902 2.2 734 1.8

2020年３月期第３四半期 7,715 1.5 924 5.4 883 6.6 721 9.4
(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 644百万円( 0.0％) 2020年３月期第３四半期 644百万円( 40.5％)
　

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３四半期 45.05 44.92

2020年３月期第３四半期 44.45 44.11
　

　

（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３四半期 22,642 13,617 60.1

2020年３月期 23,168 13,096 56.5
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 13,611百万円 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３Ｑ 16,391,110株 2020年３月期 16,374,110株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 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３Ｑ 16,295,901株 2020年３月期３Ｑ 16,222,941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3四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。各種

政策の効果等により徐々に持ち直しの動きは見せたものの、感染再拡大の影響により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、感染拡大の影響により一部の荷主企業からの委託物量が減少しており、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3四半期連結累計期間における当社グループの営業収益は75億9千4百万円となり、前年同四半期に比べ1億2千万

円（1.6％）の減収となりました。営業原価は59億6千4百万円となり、前年同四半期に比べ1億5千6百万円（2.6％）減

少し、販売費及び一般管理費は7億2百万円となり、前年同四半期に比べ3千2百万円（4.8％）増加しましたが、営業利

益は9億2千8百万円となり、前年同四半期に比べ3百万円（0.3％）の増益となりました。経常利益は9億2百万円となり

前年同四半期に比べ1千9百万円（2.2％）の増益となり、特別利益に投資有価証券売却益を2億6百万円計上し、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3億5千万円を差し引くと、親会社株主に帰属する四半

期純利益は7億3千4百万円となり、前年同四半期に比べ1千2百万円（1.8％）の増益となりました。

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一部の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63億8千4百万円となり、前年同四半期に比べ1億

2百万円（1.6％）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5億2千2百万円

となり、前年同四半期に比べ7百万円（1.4％）の減益となりました。

(不動産事業）

前期後半及び当第3四半期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9億4千3百万円となり、前年同四半期に比べ3千9百万円（4.0％）の減収となりました。減価償却

費や租税公課が減少しましたが、セグメント利益は7億2千万円となり、前年同四半期に比べ2千2百万円（3.0％）の減

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2億3百万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6千3百万円となりました。

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2億6千7百万円となり、前年同四半期に比べ2千1百万円

（8.9％）の増収となりました。セグメント利益は1億4百万円となり、前年同四半期に比べ1千9百万円（22.7％）の増

益となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は226億4千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億2千6百万円減少しま

した。これは、流動資産において現金及び預金が減少したこと等によります。負債合計は90億2千4百万円となり、前

連結会計年度末に比べ10億4千7百万円減少しました。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136億1千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億2

千1百万円増加しました。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月の連結業績予想は、上期時点においては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推移いたしましたが、直近の荷動きの動向を踏まえ、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。

しかし新型コロナウイルスの感染再拡大により先行きが不透明となっており、今後何らかの変更がある場合は速や

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３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,141,558 3,222,084

受取手形及び売掛金 1,031,814 934,073

リース投資資産（純額） 2,271,533 2,841,959

その他 79,762 137,223

貸倒引当金 △3,832 △3,675

流動資産合計 7,520,835 7,131,666

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,903,822 7,923,364

機械装置及び運搬具（純額） 548,836 489,718

工具、器具及び備品（純額） 164,891 157,050

土地 4,521,172 4,521,172

リース資産（純額） 15,154 11,907

建設仮勘定 244,279 57,750

有形固定資産合計 13,398,157 13,160,963

無形固定資産

借地権 295,290 295,290

その他 424,508 751,711

無形固定資産合計 719,798 1,047,001

投資その他の資産

投資有価証券 1,113,224 915,357

繰延税金資産 171,786 139,116

その他 265,995 269,287

貸倒引当金 △21,387 △21,387

投資その他の資産合計 1,529,619 1,302,373

固定資産合計 15,647,575 15,510,338

資産合計 23,168,410 22,642,004
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 339,508 270,751

1年内返済予定の長期借入金 1,796,342 2,325,787

未払金 81,427 82,694

リース債務 9,039 6,041

未払法人税等 326,272 66,722

未払消費税等 120,471 68,695

賞与引当金 178,371 94,637

未払費用 232,726 287,145

その他 123,042 155,904

流動負債合計 3,207,201 3,358,379

固定負債

長期借入金 5,587,205 4,428,851

長期預り金 142,720 143,413

リース債務 10,090 8,658

繰延税金負債 135,526 114,167

役員退職慰労引当金 219,941 201,925

退職給付に係る負債 730,608 729,652

資産除去債務 35,050 35,380

その他 3,870 3,870

固定負債合計 6,865,012 5,665,918

負債合計 10,072,213 9,024,297

純資産の部

株主資本

資本金 2,624,053 2,626,289

資本剰余金 2,416,877 2,420,235

利益剰余金 7,780,619 8,392,384

自己株式 △33,822 △36,768

株主資本合計 12,787,727 13,402,140

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 322,378 229,293

退職給付に係る調整累計額 △23,213 △19,627

その他の包括利益累計額合計 299,164 209,666

新株予約権 9,305 5,900

純資産合計 13,096,197 13,617,706

負債純資産合計 23,168,410 22,642,004
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

営業収益 7,715,631 7,594,858

営業原価 6,120,978 5,964,628

営業総利益 1,594,652 1,630,229

販売費及び一般管理費

給料及び手当 372,405 385,356

その他 297,312 316,804

販売費及び一般管理費合計 669,718 702,160

営業利益 924,934 928,068

営業外収益

受取利息 16 5

受取配当金 32,005 28,398

社宅使用料 19,724 22,578

その他 11,146 13,882

営業外収益合計 62,892 64,864

営業外費用

支払利息 72,689 63,760

支払手数料 24,425 20,082

その他 7,171 6,250

営業外費用合計 104,287 90,093

経常利益 883,540 902,840

特別利益

投資有価証券売却益 200,132 206,670

特別利益合計 200,132 206,670

特別損失

固定資産除却損 13,000 22,680

投資有価証券売却損 838 2,544

特別損失合計 13,838 25,224

税金等調整前四半期純利益 1,069,834 1,084,285

法人税、住民税及び事業税 318,201 296,165

法人税等調整額 30,485 54,069

法人税等合計 348,686 350,234

四半期純利益 721,147 734,051

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 721,147 734,051
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益 721,147 734,051

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △81,062 △93,084

退職給付に係る調整額 4,225 3,586

その他の包括利益合計 △76,837 △89,498

四半期包括利益 644,310 644,552

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 644,310 644,552

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3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31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

6,487,442 982,824 245,364 7,715,631 － 7,715,631

セグメント間の内部営
業収益又は振替高

21,600 114,367 31,330 167,297 △167,297 －

計 6,509,042 1,097,192 276,694 7,882,928 △167,297 7,715,631

セグメント利益 529,979 742,586 85,382 1,357,948 △433,013 924,934

(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433,013千円は、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3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31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

6,384,647 943,080 267,130 7,594,858 － 7,594,858

セグメント間の内部営
業収益又は振替高

21,600 113,129 31,320 166,049 △166,049 －

計 6,406,247 1,056,210 298,450 7,760,908 △166,049 7,594,858

セグメント利益 522,512 720,467 104,746 1,347,726 △419,657 928,068

(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419,657千円は、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。

　


