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(百万円未満切捨て)

１．2022年３月期第２四半期の業績（2021年３月21日～2021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 ％

2022年３月期第２四半期 3,966 △3.8 132 75.2 142 70.9 130 173.8

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

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

2022年３月期第２四半期 175.38 －
2021年３月期第２四半期 64.03 －

　　

（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

2022年３月期第２四半期 10,006 6,139 61.4 8,226.61

2021年３月期 10,118 6,076 60.1 8,141.16
(参考) 自己資本 2022年３月期第２四半期 6,139百万円 2021年３月期 6,076百万円
　　　

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

2021年３月期 － 50.00 － 50.00 100.00

2022年３月期 － 50.00

2022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
　　　

３．2022年３月期の業績予想（2021年３月21日～2022年３月20日）

(％表示は、対前期増減率)

営業収益 営業利益 経常利益 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 8,050 0.5 270 53.7 280 48.3 200 71.0 267.96
(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）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) 2022年３月期２Ｑ 756,000株 2021年３月期 756,000株

② 期末自己株式数 2022年３月期２Ｑ 9,648株 2021年３月期 9,619株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期２Ｑ 746,373株 2021年３月期２Ｑ 746,478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。なお、現
時点で将来の業績を予想するために有用と思われる情報を、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的
情報（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明」に記載しておりますので、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２四半期累計期間のわが国経済は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言やまん延防止等重点措置

が長期間にわたって発出されたことや感染者数が一時的に急拡大したことにより経済活動は大きく制限を受け、個人

消費や企業活動が著しく停滞した一方で、ワクチン接種が開始されたものの収束の見通しは立たず、依然として先行

き不透明な状況が続いております。

世界経済につきましては、国・地域ごとの感染状況や経済対策の違いにより、経済の回復にばらつきが大きく、新

型コロナウイルス感染症拡大による停滞からの回復が進む中国・米国をはじめとし、欧州においても行動制限の緩和

が進み、経済活動の正常化へ向けた期待が高まる一方で、東南アジアでの感染再拡大や世界的な半導体の供給不足、

原材料価格の高騰が続くなど、依然として先行きは不透明な状況です。

わが国の運輸業界を取り巻く環境は、「巣ごもり需要」の拡大に伴い宅配貨物が増加する一方で、経済活動の縮小

を受け、企業間物流における貨物輸送量は大きく減少し、労働環境の改善や環境・安全対策等がコスト増加要因とし

て顕在化するなど、先の見通せない厳しい経営環境下にありました。そのような中、コンプライアンス体制の強化は

もとより労働力不足への対応を進めるために乗務職員の処遇改善を目的とし、国土交通省が定めた「標準的な運賃」

を参照した新運賃の届け出を行うと同時に、安全教育についてもより一層の充実を図り、お客様に安心してご利用い

ただける質の高い物流サービスの提供に努めてまいりました。

その結果、営業収益は39億66百万円（前年同四半期比3.8％減）、経常利益は１億42百万円（前年同四半期比70.9％

増）、四半期純利益は１億30百万円（前年同四半期比173.8％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

流動資産は、34億72百万円(前期末比0.8％増、27百万円増)となり、そのうち現金及び預金は19億41百万円（前期末

比91百万円減）、受取手形及び営業未収入金は14億59百万円(前期末比86百万円増)となりました。

固定資産は、65億34百万円(前期末比2.1％減、１億38百万円減)となり、そのうち有形固定資産は60億61百万円（前

期末比67百万円減）、投資有価証券は２億21百万円（前期末比61百万円減）となりました。

流動負債は、12億27百万円(前期末比5.5％減、71百万円減)となり、そのうち営業未払金は２億61百万円（前期末比

12百万円増）、賞与引当金は１億67百万円(前期末比10百万円減)となりました。

固定負債は、26億39百万円(前期末比3.8％減、１億４百万円減)となり、そのうち長期借入金は23億41百万円(前期

末比90百万円減)となりました。

純資産は、61億39百万円(前期末比1.0％増、63百万円増)となり、そのうち利益剰余金は38億81百万円(前期末比93

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

業績予想については、2021年10月29日の「業績予想の修正に関するお知らせ」開示時点と変更ありません。
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２．四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
(2021年３月20日)

当第２四半期会計期間
(2021年９月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,033,396 1,941,484

受取手形及び営業未収入金 1,372,925 1,459,823

貯蔵品 8,984 7,954

未収還付法人税等 8,331 －

その他 23,216 64,696

貸倒引当金 △1,700 △1,800

流動資産合計 3,445,154 3,472,158

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 7,224,344 7,251,346

減価償却累計額 △4,515,011 △4,605,708

建物及び構築物（純額） 2,709,333 2,645,637

機械装置及び運搬具 1,628,788 1,574,212

減価償却累計額 △1,504,950 △1,457,349

機械装置及び運搬具（純額） 123,838 116,862

土地 3,163,267 3,163,267

その他 365,533 386,373

減価償却累計額 △232,625 △250,623

その他（純額） 132,908 135,749

有形固定資産合計 6,129,347 6,061,518

無形固定資産 31,643 28,237

投資その他の資産

投資有価証券 283,085 221,756

差入保証金 65,845 55,104

その他 163,638 168,132

投資その他の資産合計 512,568 444,993

固定資産合計 6,673,559 6,534,748

資産合計 10,118,713 10,006,907
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(単位：千円)

前事業年度
(2021年３月20日)

当第２四半期会計期間
(2021年９月20日)

負債の部

流動負債

営業未払金 248,700 261,579

1年内返済予定の長期借入金 190,220 180,540

未払法人税等 27,824 83,095

賞与引当金 177,654 167,604

役員賞与引当金 24,000 12,000

その他 630,389 522,808

流動負債合計 1,298,787 1,227,627

固定負債

長期借入金 2,431,307 2,341,037

退職給付引当金 78,570 72,195

役員退職慰労引当金 186,207 188,448

その他 47,433 37,653

固定負債合計 2,743,518 2,639,334

負債合計 4,042,305 3,866,961

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 3,787,732 3,881,313

自己株式 △32,619 △32,718

株主資本合計 6,015,113 6,108,594

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 61,294 31,350

評価・換算差額等合計 61,294 31,350

純資産合計 6,076,407 6,139,945

負債純資産合計 10,118,713 10,006,907
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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 2020年３月21日
　至 2020年９月20日)

当第２四半期累計期間
(自 2021年３月21日
　至 2021年９月20日)

営業収益 4,121,921 3,966,379

営業原価 3,839,580 3,635,835

営業総利益 282,341 330,544

販売費及び一般管理費 206,836 198,273

営業利益 75,504 132,270

営業外収益

受取利息 46 34

受取配当金 8,759 8,937

受取保険金 742 2,700

補助金収入 100 －

その他 3,682 3,445

営業外収益合計 13,330 15,117

営業外費用

支払利息 4,994 4,727

その他 354 3

営業外費用合計 5,348 4,730

経常利益 83,487 142,657

特別利益

固定資産売却益 839 6,801

投資有価証券売却益 － 49,761

特別利益合計 839 56,563

特別損失

固定資産除却損 237 513

特別損失合計 237 513

税引前四半期純利益 84,089 198,707

法人税、住民税及び事業税 28,500 64,500

法人税等調整額 7,789 3,307

法人税等合計 36,289 67,807

四半期純利益 47,800 130,899
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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 2020年３月21日
　至 2020年９月20日)

当第２四半期累計期間
(自 2021年３月21日
　至 2021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 84,089 198,707

減価償却費 143,954 127,244

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） △3,858 △10,050

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） △580 △6,374

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 △8,805 △8,971

支払利息 4,994 4,727

固定資産売却損益（△は益） △839 △6,801

固定資産除却損 237 513

投資有価証券売却損益（△は益） － △49,761

売上債権の増減額（△は増加） △85,252 △86,898

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,729 1,030

仕入債務の増減額（△は減少） 18,008 12,879

その他 50,104 △149,096

小計 193,922 17,490

利息及び配当金の受取額 8,805 8,971

利息の支払額 △4,994 △4,727

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △26,772 △2,531

営業活動によるキャッシュ・フロー 170,961 19,203

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 －

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 △10,539 △44,368

有形固定資産の売却による収入 840 6,801

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 － 68,058

その他 223 285

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,399 230,776

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △100,110 △99,950

割賦債務の返済による支出 △4,022 △4,862

配当金の支払額 △37,323 △36,979

自己株式の取得による支出 － △99

財務活動によるキャッシュ・フロー △141,456 △141,891

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 16,106 108,088

現金及び現金同等物の期首残高 1,704,142 1,833,396

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,720,248 1,941,484
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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。

　


