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1. 平成28年3月期第3四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

28年3月期第3四半期 10,573 1.0 282 15.7 144 △47.2 48 △70.7
27年3月期第3四半期 10,466 3.1 244 54.4 273 73.7 164 74.1

（注）包括利益 28年3月期第3四半期 67百万円 （△68.1％） 27年3月期第3四半期 213百万円 （46.4％）

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

28年3月期第3四半期 10.15 10.09
27年3月期第3四半期 34.67 34.46

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

28年3月期第3四半期 18,376 4,682 24.5
27年3月期 17,737 4,681 25.5
（参考）自己資本 28年3月期第3四半期 4,505百万円 27年3月期 4,515百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

 

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

27年3月期 ― 5.00 ― 7.50 12.50
28年3月期 ― 5.00 ―
28年3月期（予想） 7.50 12.50

3. 平成28年 3月期の連結業績予想（平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  

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 14,300 2.0 340 12.1 250 △16.2 130 △15.4 27.45



(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 

(注)詳細は添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※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当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「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。 

※ 注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 28年3月期3Q 5,651,000 株 27年3月期 5,651,000 株
② 期末自己株式数 28年3月期3Q 914,406 株 27年3月期 914,406 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期3Q 4,736,594 株 27年3月期3Q 4,736,594 株
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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わが国経済は、政府の経済政策や金融政策などを背景に、企業収益や設備投

資の増加、また、雇用・所得環境の改善など緩やかな景気回復基調で推移したものの、一方では、節約志向等によ

る個人消費の低迷と中国及び新興国経済の成長鈍化による影響が懸念されるなど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）活動を推進し、継続した３ＰＬ（企業物流の包括的受託）事業案件やアウトソーシング案件の獲

得と自社設備の効率的稼働及び原価低減努力を推し進めるとともに、ロシア等における商物一体物流サービスの事

業伸長に努めてまいりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は、乗用車販売事業において４月の軽自動車税の引き上げやエ

コカー減税基準の見直しなどの影響により新車販売台数が減少しましたが、運送事業及び倉庫事業において新規顧

客と既存顧客の受注高が増加したことに加え、再生可能エネルギー事業及び不動産事業の増収も寄与し、10,573百

万円（対前年同四半期比101.0％）となりました。利益面におきましては、運送事業及び倉庫事業等の増収効果と

原価低減努力などにより、営業利益は、282百万円（対前年同四半期比115.7％）となりました。経常利益において

は、投資有価証券売却益及び補助金収入が減少したことに加え、持分法による投資損失の追加計上などにより、

144百万円（対前年同四半期比52.8％）、親会社株主に帰属する四半期純利益は、48百万円（対前年同四半期比29.3

％）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第３四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3.6％増加し、18,376百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べて3.7％増加し、5,133百万円となりました。これは、現金及び預金が298百

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3.6％増加し、13,243百万円となりま

した。これは、有形固定資産が498百万円増加したことなどによります。

（負債）

当第３四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4.9％増加し、13,694百万円となりまし

た。流動負債は、前連結会計年度末に比べて4.2％減少し、5,975百万円となりました。これは、支払手形及び営業

未払金が190百万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13.2％増加し、7,719百

万円となりました。これは、長期借入金が781百万円増加したことなどによります。

（純資産）

当第３四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0.0％増加し、4,682百万円となりまし

た。これは、利益剰余金が15百万円減少したものの、退職給付に係る調整累計額が15百万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

平成28年３月期の通期の連結業績予想につきましては、平成27年11月６日に公表いたしました業績予想に変更は

ありません。なお、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．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

　 該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　 該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　（会計方針の変更）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び

「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）

等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資

本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしま

した。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取

得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更い

たします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行なってお

ります。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結

財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行なっております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及び

事業分離等会計基準第57－４項（４）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時点か

ら将来にわたって適用しております。

なお、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

（４）追加情報

　（確定拠出年金制度への移行）

当社は、現行の確定給付型の退職給付制度の一部について、平成27年４月１日から確定拠出年金制度に移行し、

「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号 平成14年１月31日）を適用しておりま

す。

なお、本移行に伴い、当第３四半期累計期間において退職給付制度改定益30,781千円を特別利益に計上しておりま

す。
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,554,132 1,852,570

受取手形及び営業未収入金 1,427,257 1,422,394

商品 954,342 850,149

貯蔵品 57,459 45,893

その他 1,004,787 1,008,997

貸倒引当金 △46,165 △46,840

流動資産合計 4,951,814 5,133,166

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,556,774 3,465,852

機械装置及び運搬具（純額） 1,634,963 1,893,772

土地 4,831,882 4,831,882

建設仮勘定 598,985 949,006

その他（純額） 306,127 286,587

有形固定資産合計 10,928,733 11,427,102

無形固定資産 64,434 62,604

投資その他の資産

その他 1,809,127 1,783,261

貸倒引当金 △16,758 △29,346

投資その他の資産合計 1,792,368 1,753,914

固定資産合計 12,785,536 13,243,621

資産合計 17,737,351 18,376,788
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 1,728,384 1,538,045

短期借入金 1,507,720 1,397,000

1年内返済予定の長期借入金 1,840,166 1,963,183

リース債務 63,776 104,894

未払法人税等 57,930 43,905

賞与引当金 84,150 38,364

役員賞与引当金 30,000 -

災害損失引当金 21,681 21,681

その他 905,257 868,269

流動負債合計 6,239,065 5,975,342

固定負債

長期借入金 5,886,457 6,667,629

リース債務 272,614 492,172

役員退職慰労引当金 131,677 138,169

退職給付に係る負債 371,597 215,132

資産除去債務 58,279 58,634

その他 95,706 147,436

固定負債合計 6,816,331 7,719,174

負債合計 13,055,396 13,694,517

純資産の部

株主資本

資本金 1,262,736 1,262,736

資本剰余金 1,189,881 1,188,979

利益剰余金 2,625,385 2,610,140

自己株式 △603,693 △603,693

株主資本合計 4,474,310 4,458,162

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 64,567 56,506

為替換算調整勘定 △9,048 △10,295

退職給付に係る調整累計額 △14,759 1,173

その他の包括利益累計額合計 40,759 47,384

新株予約権 27,403 25,342

非支配株主持分 139,481 151,381

純資産合計 4,681,954 4,682,270

負債純資産合計 17,737,351 18,376,788
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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 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

営業収益 10,466,954 10,573,014

営業原価 9,009,113 8,977,271

営業総利益 1,457,840 1,595,743

販売費及び一般管理費 1,213,742 1,313,277

営業利益 244,098 282,465

営業外収益

受取利息 19,209 21,550

受取配当金 6,781 9,606

受取保険金 423 6,174

投資有価証券売却益 34,522 4,766

補助金収入 60,344 8,150

為替差益 15,797 597

その他 17,304 20,969

営業外収益合計 154,383 71,815

営業外費用

支払利息 81,409 77,956

投資有価証券売却損 - 1,373

持分法による投資損失 22,670 109,025

貸倒引当金繰入額 13,500 11,609

その他 7,295 9,741

営業外費用合計 124,875 209,706

経常利益 273,605 144,574

特別利益

固定資産売却益 7,732 14,812

投資有価証券売却益 34 27,991

退職給付制度改定益 - 30,781

国庫補助金 420,900 -

その他 10,696 2,012

特別利益合計 439,363 75,597

特別損失

固定資産除却損 2,963 2,641

投資有価証券評価損 797 -

貸倒損失 5,000 -

固定資産圧縮損 391,127 -

特別損失合計 399,887 2,641

税金等調整前四半期純利益 313,082 217,530

法人税、住民税及び事業税 75,318 75,230

法人税等調整額 62,169 80,946

法人税等合計 137,487 156,177

四半期純利益 175,594 61,352

非支配株主に帰属する四半期純利益 11,364 13,275

親会社株主に帰属する四半期純利益 164,229 48,077
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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 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

四半期純利益 175,594 61,352

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 40,486 △8,061

為替換算調整勘定 △4,713 △1,246

退職給付に係る調整額 1,744 15,933

その他の包括利益合計 37,516 6,625

四半期包括利益 213,111 67,977

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 201,746 54,702

非支配株主に係る四半期包括利益 11,364 13,275
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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。
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