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1. 2023年3月期第2四半期の連結業績（2022年4月1日～2022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 ％

2023年3月期第2四半期 35,335 6.1 2,078 14.8 2,080 12.8 1,436 △0.2

2022年3月期第2四半期 33,288 7.5 1,809 19.1 1,843 22.5 1,440 44.2

（注）包括利益 2023年3月期第2四半期　　1,381百万円 （9.9％） 2022年3月期第2四半期　　1,256百万円 （13.1％）

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

2023年3月期第2四半期 249.72 ―

2022年3月期第2四半期 250.30 ―

(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 ％

2023年3月期第2四半期 35,817 17,983 49.5

2022年3月期 35,119 17,062 47.8

（参考）自己資本 2023年3月期第2四半期 17,724百万円 2022年3月期 16,799百万円

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

2022年3月期 ― ― ― 80.00 80.00

2023年3月期 ― 45.00

2023年3月期（予想） ― 50.00 95.00

（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. 2023年 3月期の連結業績予想（2022年 4月 1日～2023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 72,000 58.0 4,145 20.2 4,100 16.2 2,650 12.0 460.57

（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 ： 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） 2023年3月期2Q 7,010,681 株 2022年3月期 7,010,681 株

② 期末自己株式数 2023年3月期2Q 1,256,846 株 2022年3月期 1,256,846 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期2Q 5,753,835 株 2022年3月期2Q 5,753,986 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将来の業績及び計画等に関する記述は、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場合があります。
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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、日米の金利格差拡大を受けた円安による物価上昇やロシア・

ウクライナ情勢悪化の長期化による資源価格の高騰、新型コロナウイルス感染症拡大などから、引き続き先行きは

不透明な状況が続いております。物流業界においても、先行き不透明な景況感の中で、原油価格の高騰、輸送資材

の仕入れ単価の高騰を中心にコスト負担は引き続き増加しており、依然として厳しい経営環境が続いております。

このような状況のもと、当社グループは新型コロナウイルス感染症拡大防止策を講じつつ、今年度から2024年度

までの３年間を対象期間とする「中期経営計画2022」に基づき、既存荷主の新規案件の掘り起こし、グループ内事

務処理機能の集約や業務のＩＴ化、および、車両適正配置など輸送体制の見直しによる生産性向上の推進に取り組

んでまいりました。また、環境経営への取り組みとして環境対応車の導入、ＩＣＴ活用によるペーパーレス化、ガ

バナンスの強化に取り組んでおります。

　地域別セグメントの業績は、次のとおりです。

＜北海道地区＞

　前第２四半期連結累計期間に大型移転作業が発生したこと、８月初旬の豪雨災害による取り扱い数量の減少によ

り、営業収益は前年同期比２千万円減（△0.2%）の100億３千４百万円となりました。セグメント利益（営業利

益）は営業収益が減少する一方で、車両の適正配置といった生産性向上の推進により、前年同期比９千２百万円増

（＋22.3%）の５億５百万円となりました。

＜東日本地区＞

　既存の大手取引先の取り扱い数量の増加により、営業収益は前年同期比９億４千３百万円増（＋6.0%）の167億

４千９百万円となったものの、取引先の輸送体制の変更に伴う一時的な費用の増加、原油価格、輸送資材価格の高

騰によるコスト負担の増加、および環境経営やガバナンスの強化のための費用増加により、セグメント利益（営業

利益）は前年同期比６百万円減（△0.6%）の10億８千２百万円となりました。

＜西日本地区＞

　既存の大手取引先の取り扱い数量の増加、および倉庫荷主に対する料金改定により、営業収益は前年同期比７億

８千１百万円増（＋11.8%）の73億７千７百万円、セグメント利益（営業利益）は上記要因から、前年同期比９千

５百万円増（＋38.1%）の３億４千４百万円となりました。

　これらの結果、当社グループ全体の営業収益は、前年同期比20億４千６百万円増（＋6.1%）の353億３千５百万

円、営業利益は前年同期比２億６千８百万円増（＋14.8%）の20億７千８百万円、経常利益は前年同期比２億３千

６百万円増（＋12.8%）の20億８千万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は、上記の増益要因があったもの

の、2021年10月27日に連結業績予想の上方修正を行う要因となりました土地売却にともなう法人税等の負担減少が

あったため、前年同期比３百万円減（△0.2%）の14億３千６百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末から６億９千８百万円増加し、358億１千７百万円

となりました。

このうち、流動資産は売上規模の拡大に伴う営業未収入金及び売掛金の増加により、前連結会計年度末から11億

２千８百万円増加し、126億４千９百万円となりました。

当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末から２億２千３百万円減少し、178億３千３百万円と

なりました。これらの主な要因は、営業活動によるキャッシュ・インを借入金の返済に充てたものです。

当第２四半期連結会計期間末の純資産は179億８千３百万円となり、純資産から非支配株主持分を控除した後の

自己資本比率は、49.5%となりました。

キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは18億３千７百万円の収入（前第２四半期連結累計期間は18億８千万円の収

入）となりました。主な要因は税金等調整前四半期純利益20億６千５百万円によるものであります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは５億６千１百万円の支出（前第２四半期連結累計期間は９億５千８百万

円の支出）となりました。主な要因は、ニーズに合わせた専用車両の取得や車両の代替えの推進にともなう有形固

定資産の取得による支出６億４千９百万円であります。

　財務活動によるキャッシュ・フローは８億１千１百万円の支出（前第２四半期連結累計期間は11億３千４百万

円の支出）となりました。主な要因は、借入金の返済によるものであります。

　以上により、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は10億８千５百万円となり、前連結会
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計年度末に比べ４億６千４百万円増加しました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2022年５月10日発表値から変更はありません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 621,199 1,086,029

受取手形 244,054 245,784

電子記録債権 635,203 593,926

営業未収入金及び売掛金 8,780,183 9,550,114

棚卸資産 113,857 129,645

その他 1,130,366 1,047,420

貸倒引当金 △3,750 △3,301

流動資産合計 11,521,115 12,649,619

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,170,648 3,070,454

機械装置及び運搬具（純額） 8,812,386 8,734,836

土地 6,781,098 6,785,454

リース資産（純額） 156,040 111,774

その他（純額） 582,782 573,127

有形固定資産合計 19,502,955 19,275,647

無形固定資産 313,319 318,464

投資その他の資産

投資有価証券 1,454,398 1,408,552

繰延税金資産 399,052 347,109

差入保証金 1,458,374 1,350,100

その他 559,737 557,632

貸倒引当金 △89,557 △89,493

投資その他の資産合計 3,782,005 3,573,901

固定資産合計 23,598,280 23,168,013

資産合計 35,119,395 35,817,633

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
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形 42,553 12,516

電子記録債務 119,649 127,990

営業未払金及び買掛金 5,069,243 5,373,667

短期借入金 5,023,500 4,754,948

リース債務 97,211 68,207

未払法人税等 631,306 542,063

役員賞与引当金 66,950 -

その他 2,165,145 2,139,522

流動負債合計 13,215,561 13,018,916

固定負債

長期借入金 3,936,756 3,902,140

繰延税金負債 129,674 141,506

リース債務 71,399 52,480

役員退職慰労引当金 269,880 279,540

退職給付に係る負債 253,842 270,936

資産除去債務 11,750 11,750

その他 168,368 156,676

固定負債合計 4,841,670 4,815,030

負債合計 18,057,231 17,833,947

純資産の部

株主資本

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 592,584 592,584

利益剰余金 16,848,524 17,825,086

自己株式 △1,439,367 △1,439,367

株主資本合計 17,001,741 17,978,303

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △201,999 △253,934

その他の包括利益累計額合計 △201,999 △253,934

非支配株主持分 262,420 259,317

純資産合計 17,062,163 17,983,686

負債純資産合計 35,119,395 35,817,633

- 5 -

㈱ロジネットジャパン(9027）2023年３月期第２四半期決算短信



（単位：千円）

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

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業収益 33,288,798 35,335,213

営業原価 29,996,421 31,825,038

営業総利益 3,292,377 3,510,175

販売費及び一般管理費 1,482,505 1,431,571

営業利益 1,809,871 2,078,603

営業外収益

受取利息 2,252 1,378

受取配当金 38,546 40,521

寮収入 30,762 31,025

受取補償金 67,236 4,129

その他 37,727 50,343

営業外収益合計 176,525 127,397

営業外費用

支払利息 29,292 28,076

寮支出 68,204 70,204

車両除売却損 19,474 20,780

その他 25,678 6,914

営業外費用合計 142,649 125,975

経常利益 1,843,748 2,080,025

特別利益

固定資産売却益 9,428 38,964

特別利益合計 9,428 38,964

特別損失

固定資産除売却損 94,331 53,037

その他 200 -

特別損失合計 94,531 53,037

税金等調整前四半期純利益 1,758,645 2,065,952

法人税、住民税及び事業税 524,109 570,495

法人税等調整額 △197,880 61,644

法人税等合計 326,228 632,140

四半期純利益 1,432,416 1,433,811

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △7,780 △3,056

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,440,197 1,436,868

（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）
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（単位：千円）

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

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

四半期純利益 1,432,416 1,433,811

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △175,568 △51,935

その他の包括利益合計 △175,568 △51,935

四半期包括利益 1,256,848 1,381,876

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,264,596 1,384,979

非支配株主に係る四半期包括利益 △7,747 △3,103

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

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

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益 1,758,645 2,065,952
減価償却費 990,508 989,687
貸倒引当金の増減額（△は減少） △608 △512
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △74,500 △66,950
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 4,632 17,093
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 39,449 9,660
受取利息及び受取配当金 △40,798 △41,899
支払利息 29,292 28,076
有形固定資産売却損益（△は益） △13,848 △43,426
有形固定資産除却損 112,278 73,818
売上債権の増減額（△は増加） △174,092 △730,384
未収入金の増減額（△は増加） △81,671 △138,335
棚卸資産の増減額（△は増加） 8,923 △15,787
仕入債務の増減額（△は減少） 133,223 282,727
未払消費税等の増減額（△は減少） △130,581 △93,730
未払金の増減額（△は減少） △58,197 △87,539
その他 △10,795 37,568

小計 2,491,858 2,286,017

利息及び配当金の受取額 40,798 41,899
利息の支払額 △29,023 △28,011
法人税等の還付額 40,454 198,996
法人税等の支払額 △663,243 △661,644

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,880,844 1,837,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,124,995 △649,025
有形固定資産の売却による収入 138,810 84,013
有形固定資産の除却による支出 △34,922 △40,000
無形固定資産の取得による支出 △32,125 △53,219
投資有価証券の取得による支出 △4,010 △4,151
投資有価証券の売却による収入 115 －
貸付けによる支出 △2,650 △3,670
貸付金の回収による収入 1,693 2,156
差入保証金の差入による支出 △5,455 △13,974
差入保証金の回収による収入 109,024 122,248
出資金の回収による収入 850 20
その他の支出 △5,334 △5,987
その他の収入 72 259

投資活動によるキャッシュ・フロー △958,927 △561,329

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） △350,000 △70,217
長期借入れによる収入 400,000 650,000
長期借入金の返済による支出 △720,068 △882,950
リース債務の返済による支出 △60,977 △47,923
自己株式の取得による支出 △605 －
配当金の支払額 △402,784 △460,306
非支配株主への配当金の支払額 △270 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,134,705 △811,398

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △212,788 464,529

現金及び現金同等物の期首残高 711,100 620,999

現金及び現金同等物の四半期末残高 498,311 1,085,529

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）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。

（単位：千円）

報告セグメント その他

（注）
合計

北海道 東日本 西日本 計

営業収益

顧客との契約から生じる収益 10,055,411 15,806,375 6,596,399 32,458,185 830,612 33,288,798

その他の収益 － － － － － －

外部顧客への営業収益 10,055,411 15,806,375 6,596,399 32,458,185 830,612 33,288,798

セグメント間の内部営業収益

又は振替高 2,533,491 338,325 176,169 3,047,986 1,913,568 4,961,555

計 12,588,902 16,144,700 6,772,568 35,506,172 2,744,181 38,250,353

セグメント利益 412,947 1,088,479 249,486 1,750,914 778,019 2,528,933

利益 金額

報告セグメント計

「その他」の区分の利益

受取配当金の消去

その他の調整額

1,750,914

778,019

△731,188

12,127

四半期連結損益計算書の営業利益 1,809,871

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

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

１．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並びに収益の分解情報

（注）「その他」は、持株会社である当社及び株式会社ロジネットジャパン九州の営業収益及びセグメ

ント利益であります。営業収益は本社ビルの賃貸収入、飲料水の販売収入、グループ会社からの受

取配当金、経営指導料及び九州地区における営業収益であり、受取配当金がセグメント利益に与え

る影響額は731,188千円であります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
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（単位：千円）

報告セグメント その他

（注）
合計

北海道 東日本 西日本 計

営業収益

顧客との契約から生じる収益 10,034,860 16,749,641 7,377,937 34,162,439 1,165,151 35,327,590

その他の収益 － － － － 7,623 7,623

外部顧客への営業収益 10,034,860 16,749,641 7,377,937 34,162,439 1,172,774 35,335,213

セグメント間の内部営業収益

又は振替高 2,646,483 374,069 235,216 3,255,769 1,932,800 5,188,569

計 12,681,344 17,123,710 7,613,153 37,418,209 3,105,574 40,523,783

セグメント利益 505,063 1,082,477 344,551 1,932,091 819,989 2,752,081

利益 金額

報告セグメント計

「その他」の区分の利益

受取配当金の消去

その他の調整額

1,932,091

819,989

△682,819

9,341

四半期連結損益計算書の営業利益 2,078,603

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自2022年４月１日　至2022年９月30日）

１．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並びに収益の分解情報

（注）「その他」は、持株会社である当社及び株式会社ロジネットジャパン九州の営業収益及びセグメ

ント利益であります。営業収益は本社ビルの賃貸収入、飲料水の販売収入、グループ会社からの受

取配当金、経営指導料及び九州地区における営業収益であり、受取配当金がセグメント利益に与え

る影響額は682,819千円であります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
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