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1. 2022年3月期第2四半期の連結業績（2021年4月1日～2021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 ％

2022年3月期第2四半期 8,351 10.2 429 35.0 429 38.4 288 55.1

2021年3月期第2四半期 7,580 △11.2 318 18.1 310 8.3 186 27.9

（注）包括利益 2022年3月期第2四半期　　309百万円 （30.5％） 2021年3月期第2四半期　　236百万円 （48.8％）

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 55.90 ―

2021年3月期第2四半期 35.61 35.50

(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 ％

2022年3月期第2四半期 18,459 4,882 25.4

2021年3月期 18,173 4,652 24.6

（参考）自己資本 2022年3月期第2四半期 4,696百万円 2021年3月期 4,464百万円

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 ― 5.00 ― 10.00 15.00

2022年3月期 ― 7.50

2022年3月期（予想） ― 7.50 15.00

（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月期の連結業績予想（2021年 4月 1日～2022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 17,100 6.4 720 4.0 700 12.3 400 12.6 77.61

（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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 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 ： 有

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

(注)詳細は、添付資料７ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記(３)四半期連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

(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） 2022年3月期2Q 5,651,000 株 2021年3月期 5,651,000 株

② 期末自己株式数 2022年3月期2Q 504,839 株 2021年3月期 482,539 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年3月期2Q 5,161,723 株 2021年3月期2Q 5,224,929 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）２ページ「（３）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の拡大が長期化するなか、緊急事

態宣言の再発令やまん延防止等重点措置の適用に伴う経済活動の制限に加え、半導体不足及び原油価格の高騰な

ど、依然として先行き不透明な状況が続きました。

　このような経営環境のなかで当社グループは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りながら、従業員の健

康と安全を最優先に、引き続き各事業分野において社会環境等の変化や顧客ニーズに対応したソリューション型の

営業活動及びＣＳ（顧客満足）活動を展開するとともに、継続した３ＰＬ（企業物流の包括的受託）事業、アウト

ソーシング事業、フォワーディング事業、レコードマネジメントサービス事業及びトランクルーム事業の拡張に向

けた取り組みに注力しながら、ロシアや中国向け食品等の輸出拡大など、事業の伸長に努めてまいりました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は、運送事業及び倉庫事業においてアウトソーシング事業、フ

ォワーディング事業ならびに食品・米穀等での受注高が増加したことに加え、乗用車販売事業においては中古車販

売台数の増加とサービス部門（車検・点検修理等）の取扱いが堅調に推移したことなどにより、8,351百万円（対

前年同四半期比110.2％）となりました。利益面におきましては、増収効果などにより、営業利益は429百万円（対

前年同四半期比135.0％）、経常利益は429百万円（対前年同四半期比138.4％）、親会社株主に帰属する四半期純

利益は288百万円（対前年同四半期比155.1％）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて1.6％増加し、18,459百万円となりまし

た。流動資産は、前連結会計年度末に比べて5.4％増加し、6,321百万円となりました。これは、現金及び預金が

465百万円増加したことなどによります。固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.3％減少し、12,138百万円とな

りました。これは、有形固定資産が21百万円減少したことなどによります。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて0.4％増加し、13,577百万円となりまし

た。流動負債は、前連結会計年度末に比べて3.9％減少し、6,730百万円となりました。これは、支払手形及び営業

未払金が199百万円減少したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて5.1％増加し、6,847百

万円となりました。これは、長期借入金が385百万円増加したことなどによります。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて4.9％増加し、4,882百万円となりまし

た。これは、利益剰余金が236百万円増加したことなどによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2022年３月期通期の連結業績予想につきましては、第３四半期以降における原油価格の高騰や半導体の供給不足

及び部品不足など、当社グループの主要事業である運送事業及び乗用車販売事業に与える影響が不透明であること

から、2021年５月14日に公表しました予想値を据え置くことといたします。今後の業績動向を踏まえ、修正が必要

と判断した場合には速やかに公表いたします。
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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
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,963,341 3,429,057

受取手形及び営業未収入金 1,835,880 1,873,930

商品 876,167 739,556

貯蔵品 12,630 16,402

その他 350,997 302,222

貸倒引当金 △39,691 △39,510

流動資産合計 5,999,325 6,321,657

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,757,407 2,798,621

機械装置及び運搬具（純額） 1,755,474 1,682,094

土地 5,200,702 5,206,402

建設仮勘定 142,849 150,277

その他（純額） 337,436 334,520

有形固定資産合計 10,193,869 10,171,915

無形固定資産 56,756 50,491

投資その他の資産

その他 2,614,252 2,618,868

貸倒引当金 △691,193 △703,115

投資その他の資産合計 1,923,059 1,915,752

固定資産合計 12,173,685 12,138,159

資産合計 18,173,010 18,459,817
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 1,611,174 1,411,622

短期借入金 1,235,764 1,173,910

1年内返済予定の長期借入金 2,226,607 2,395,368

リース債務 233,830 229,522

未払法人税等 172,174 140,539

賞与引当金 117,585 120,143

役員賞与引当金 17,000 -

災害損失引当金 24,842 -

その他 1,367,433 1,259,202

流動負債合計 7,006,411 6,730,307

固定負債

長期借入金 5,309,235 5,694,665

リース債務 581,064 536,385

役員退職慰労引当金 188,710 197,980

退職給付に係る負債 217,476 219,436

資産除去債務 41,724 41,886

その他 176,202 157,067

固定負債合計 6,514,412 6,847,421

負債合計 13,520,824 13,577,729

純資産の部

株主資本

資本金 1,262,736 1,262,736

資本剰余金 1,186,771 1,186,733

利益剰余金 2,325,007 2,561,854

自己株式 △335,742 △354,503

株主資本合計 4,438,772 4,656,820

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 23,473 40,665

為替換算調整勘定 1,963 1,422

退職給付に係る調整累計額 △106 △2,761

その他の包括利益累計額合計 25,330 39,326

新株予約権 8,822 -

非支配株主持分 179,260 185,941

純資産合計 4,652,185 4,882,088

負債純資産合計 18,173,010 18,459,817
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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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

営業収益 7,580,397 8,351,392

営業原価 6,266,106 6,886,600

営業総利益 1,314,291 1,464,791

販売費及び一般管理費 996,167 1,035,479

営業利益 318,124 429,311

営業外収益

受取利息 7,379 6,444

受取配当金 4,616 4,530

受取保険金 365 5,330

投資有価証券売却益 10,764 -

為替差益 627 557

有価証券運用益 - 8,007

その他 15,021 10,488

営業外収益合計 38,774 35,359

営業外費用

支払利息 33,475 30,620

投資有価証券売却損 956 -

持分法による投資損失 1,603 -

その他 10,762 4,940

営業外費用合計 46,797 35,560

経常利益 310,100 429,110

特別利益

固定資産売却益 1,070 7,969

貸倒引当金戻入額 - 5,136

関係会社株式売却益 380 -

新株予約権戻入益 - 9,037

その他 - 2,038

特別利益合計 1,451 24,181

特別損失

固定資産除却損 1,903 4,399

投資有価証券評価損 - 13,000

貸倒引当金繰入額 - 17,140

その他 - 2,354

特別損失合計 1,903 36,894

税金等調整前四半期純利益 309,648 416,398

法人税、住民税及び事業税 105,760 120,745

過年度法人税等 21,238 -

法人税等調整額 △8,216 440

法人税等合計 118,782 121,185

四半期純利益 190,866 295,212

非支配株主に帰属する四半期純利益 4,804 6,681

親会社株主に帰属する四半期純利益 186,062 288,531
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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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純利益 190,866 295,212

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 47,848 17,192

為替換算調整勘定 △603 △541

退職給付に係る調整額 △304 △2,655

持分法適用会社に対する持分相当額 △827 -

その他の包括利益合計 46,112 13,995

四半期包括利益 236,979 309,208

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 232,175 302,527

非支配株主に係る四半期包括利益 4,804 6,681
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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。

（会計方針の変更）

　 (収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への

影響もありません。

また、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３月31日）第28-15項に定める経

過的な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載し

ておりません。

　 (時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等

が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える

影響はありません。

　


