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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に伴う行動制限が緩和されたことに

より、経済活動の正常化へ向けた動きが見られたものの、中国のゼロコロナ政策による景気の停滞に加え、長引く半

導体の供給不足やウクライナ情勢の長期化によるエネルギー価格の高騰及び急速な円安の進行による物価上昇など、

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、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

ーム事業の専業化に注力するとともに、各事業分野における新たな領域での戦略を推進しながら、海外向け食品等の

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、倉庫事業においてアウトソーシング事業等での受注高が増加

しましたが、運送事業においては中国のロックダウン等の影響により海上コンテナ貨物の取扱いが減少したことに加

え、乗用車販売事業においては深刻化する半導体や部品等のサプライチェーンの混乱による自動車メーカー側の生産

調整などにより、新車販売台数が減少したことにより、7,873百万円（対前年同四半期比94.3％）となりました。利

益面におきましては、減収の影響などにより、営業利益は406百万円（対前年同四半期比94.8％）、経常利益は419百

万円（対前年同四半期比97.7％）、親会社株主に帰属する四半期純利益は前期に計上した投資有価証券評価損が無く

なったことなどにより、289百万円（対前年同四半期比100.2％）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3.3％増加し、18,120百万円となりまし

た。流動資産は、前連結会計年度末に比べて6.1％増加し、6,038百万円となりました。これは、短期貸付金（その

他）が148百万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2.0％増加し、12,081百万

円となりました。これは、有形固定資産が185百万円増加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3.0％増加し、12,905百万円となりまし

た。流動負債は、前連結会計年度末に比べて2.2％減少し、6,477百万円となりました。これは、１年内返済予定の

長期借入金が101百万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8.8％増加し、

6,428百万円となりました。これは、長期借入金が594百万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4.0％増加し、5,214百万円となりまし

た。これは、利益剰余金が250百万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

2023年３月期通期の連結業績予想につきましては、2022年５月13日に公表いたしました業績予想に変更はありま

せん。今後、修正が必要とされる場合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
(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 2,807,369 2,909,895

受取手形及び営業未収入金 1,748,161 1,844,998

商品 881,516 855,548

貯蔵品 22,670 18,621

その他 282,349 468,030

貸倒引当金 △48,546 △58,265

流動資産合計 5,693,520 6,038,828

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,750,961 2,640,516

機械装置及び運搬具（純額） 1,501,605 1,432,077

土地 5,206,402 5,598,229

建設仮勘定 147,977 147,977

その他（純額） 306,029 280,033

有形固定資産合計 9,912,975 10,098,835

無形固定資産 44,068 42,547

投資その他の資産

その他 2,410,374 2,456,813

貸倒引当金 △521,565 △516,457

投資その他の資産合計 1,888,808 1,940,356

固定資産合計 11,845,852 12,081,738

資産合計 17,539,372 18,120,567
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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

支払手形及び営業未払金 1,498,985 1,507,686

短期借入金 1,094,056 1,149,202

1年内返済予定の長期借入金 2,236,520 2,134,994

リース債務 184,754 145,878

未払法人税等 157,686 137,415

賞与引当金 123,124 120,211

役員賞与引当金 17,000 -

災害損失引当金 13,627 4,450

その他 1,295,065 1,277,900

流動負債合計 6,620,818 6,477,737

固定負債

長期借入金 4,855,359 5,450,343

リース債務 456,588 388,873

役員退職慰労引当金 206,403 221,957

退職給付に係る負債 212,377 213,033

資産除去債務 42,049 42,214

その他 133,656 111,812

固定負債合計 5,906,434 6,428,234

負債合計 12,527,253 12,905,972

純資産の部

株主資本

資本金 1,262,736 1,262,736

資本剰余金 1,186,733 1,186,733

利益剰余金 2,724,298 2,975,183

自己株式 △389,501 △435,767

株主資本合計 4,784,266 4,988,886

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 31,158 34,075

為替換算調整勘定 △1,340 △2,893

退職給付に係る調整累計額 △113 189

その他の包括利益累計額合計 29,704 31,371

非支配株主持分 198,149 194,337

純資産合計 5,012,119 5,214,595

負債純資産合計 17,539,372 18,120,567
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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 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 8,351,392 7,873,896

営業原価 6,886,600 6,379,694

営業総利益 1,464,791 1,494,202

販売費及び一般管理費 1,035,479 1,087,310

営業利益 429,311 406,892

営業外収益

受取利息 6,444 5,706

受取配当金 4,530 5,371

受取保険金 5,330 29,995

為替差益 557 3,397

有価証券運用益 8,007 -

その他 10,488 10,558

営業外収益合計 35,359 55,029

営業外費用

支払利息 30,620 28,601

貸倒引当金繰入額 - 10,000

その他 4,940 4,060

営業外費用合計 35,560 42,662

経常利益 429,110 419,259

特別利益

固定資産売却益 7,969 1,999

貸倒引当金戻入額 5,136 5,136

新株予約権戻入益 9,037 -

その他 2,038 90

特別利益合計 24,181 7,225

特別損失

固定資産除却損 4,399 1,702

貸倒引当金繰入額 17,140 -

投資有価証券評価損 13,000 -

その他 2,354 -

特別損失合計 36,894 1,702

税金等調整前四半期純利益 416,398 424,782

法人税、住民税及び事業税 120,745 135,349

法人税等調整額 440 △9,659

法人税等合計 121,185 125,690

四半期純利益 295,212 299,092

非支配株主に帰属する四半期純利益 6,681 9,937

親会社株主に帰属する四半期純利益 288,531 289,154
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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 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 295,212 299,092

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 17,192 2,916

為替換算調整勘定 △541 △1,552

退職給付に係る調整額 △2,655 302

その他の包括利益合計 13,995 1,667

四半期包括利益 309,208 300,760

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 302,527 290,822

非支配株主に係る四半期包括利益 6,681 9,937
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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）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算

定会計基準適用指針」という。）を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第

27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める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。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

　


