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1. 平成31年3月期第2四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30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 ％

31年3月期第2四半期 7,996 10.2 75 △54.4 55 △69.8 △72 ―

30年3月期第2四半期 7,253 2.7 165 38.6 182 164.5 66 △35.7

（注）包括利益 31年3月期第2四半期　　△58百万円 （―％） 30年3月期第2四半期　　104百万円 （△11.2％）

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

31年3月期第2四半期 △15.30 ―

30年3月期第2四半期 14.05 13.97

(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 ％

31年3月期第2四半期 19,313 4,577 22.5

30年3月期 18,573 4,661 24.0

（参考）自己資本 31年3月期第2四半期 4,347百万円 30年3月期 4,459百万円

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

30年3月期 ― 5.00 ― 7.50 12.50

31年3月期 ― 5.00

31年3月期（予想） ― 7.50 12.50

（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. 平成31年 3月期の連結業績予想（平成30年 4月 1日～平成31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 16,200 2.1 210 △15.9 160 △43.7 △150 ― △31.67

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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） 31年3月期2Q 5,651,000 株 30年3月期 5,651,000 株

② 期末自己株式数 31年3月期2Q 914,406 株 30年3月期 914,406 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期2Q 4,736,594 株 30年3月期2Q 4,736,594 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。



センコン物流株式会社(9051) 平成31年３月期 第２四半期決算短信

― 1 ―

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………２

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………２

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………３

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………３

（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 …………………………………………５

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………７

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………７

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………７

決算短信（宝印刷） 2018年11月09日 14時58分 1ページ（Tess 1.50(64) 20180621_01）



センコン物流株式会社(9051) 平成31年３月期 第２四半期決算短信

― 2 ―

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、底堅い企業収益と設備投資を背景に、雇用・所得環境の改善に

よる個人消費の持ち直しなど緩やかな回復基調で推移しましたが、原油価格の上昇や人手不足、また、米中の貿易摩

擦等による日本経済への影響が懸念され、引き続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、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を展開し、倉庫事業においてはアウトソーシング事業の受託拡大に伴い、本年６月に東根第

二物流センター（山形県東根市）を開設いたしました。また、東北農業の特徴を活かしたアグリ事業の構築や地方公

共団体からの海外ビジネス支援業務の受託など、業容拡大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、アウトソーシング事業、フォワーディング事業及びレコード

マネジメントサービス事業での取引増加により、運送事業、倉庫事業とも増収になったことに加え、乗用車販売事業

では、ＣＳ（顧客満足）活動の推進により、新車及び中古車販売台数が増加したことなどにより、7,996百万円（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、増収効果はあったものの、アグリ事業及び採石事

業において事業構築に向けた固定費等の増加に見合った収益不足と、同事業での販売用の在庫商品及び製品の一部廃

棄及び簿価切り下げなどにより、営業利益は75百万円（対前年同四半期比45.6％）、経常利益は55百万円（対前年同

四半期比30.2％）、親会社株主に帰属する四半期純損益は前述の理由に加え、関連会社に対する事業資金等の貸付債

権の一部について、貸倒引当金繰入額を計上したことなどにより、72百万円の損失（前年同期は66百万円の利益）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4.0％増加し、19,313百万円となりまし

た。流動資産は、前連結会計年度末に比べて13.4％増加し、6,231百万円となりました。これは、現金及び預金が

725百万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0.1％増加し、13,081百万円とな

りました。これは、有形固定資産が39百万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5.9％増加し、14,736百万円となりまし

た。流動負債は、前連結会計年度末に比べて3.0％増加し、6,672百万円となりました。これは、１年内返済予定の

長期借入金が334百万円増加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8.5％増加し、

8,063百万円となりました。これは、長期借入金が637百万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1.8％減少し、4,577百万円となりまし

た。これは、利益剰余金が107百万円減少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

通期の業績予想につきましては、第２四半期の業績及び第３四半期以降の当社グループの業界動向並びに事業環

境等を踏まえ、平成30年５月15日付「平成30年３月期決算短信」にて公表しました通期業績予想（連結）を修正し

ております。

内容は、本日別途開示しました「平成31年３月期第２四半期累計期間の連結業績予想と実績との差異及び特別損

失の計上（個別）並びに通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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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
(平成30年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,990,703 2,716,020

受取手形及び営業未収入金 1,642,847 1,755,611

商品 860,785 746,215

貯蔵品 39,000 25,878

その他 1,065,816 1,147,817

貸倒引当金 △101,977 △160,119

流動資産合計 5,497,175 6,231,424

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,202,574 3,186,473

機械装置及び運搬具（純額） 2,149,830 2,134,544

土地 4,958,200 4,998,113

建設仮勘定 663,723 707,851

その他（純額） 353,316 340,044

有形固定資産合計 11,327,646 11,367,028

無形固定資産 160,202 150,523

投資その他の資産

その他 2,036,017 2,071,440

貸倒引当金 △449,617 △507,233

投資その他の資産合計 1,586,399 1,564,207

固定資産合計 13,074,248 13,081,758

資産合計 18,571,424 19,313,183
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 1,636,736 1,683,964

短期借入金 1,275,000 1,143,000

1年内返済予定の長期借入金 2,054,724 2,389,524

リース債務 189,913 192,605

未払法人税等 98,654 104,156

賞与引当金 74,360 67,360

役員賞与引当金 11,000 -

その他 1,137,371 1,092,320

流動負債合計 6,477,760 6,672,932

固定負債

長期借入金 6,071,344 6,708,526

リース債務 673,884 674,404

役員退職慰労引当金 153,537 161,462

退職給付に係る負債 213,769 210,997

資産除去債務 40,357 40,616

その他 279,716 267,179

固定負債合計 7,432,610 8,063,187

負債合計 13,910,370 14,736,119

純資産の部

株主資本

資本金 1,262,736 1,262,736

資本剰余金 1,188,979 1,186,778

利益剰余金 2,572,520 2,464,525

自己株式 △603,693 △603,693

株主資本合計 4,420,542 4,310,346

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 29,910 29,409

為替換算調整勘定 5,562 4,867

退職給付に係る調整累計額 3,680 3,103

その他の包括利益累計額合計 39,153 37,380

新株予約権 22,868 22,868

非支配株主持分 178,488 206,469

純資産合計 4,661,053 4,577,064

負債純資産合計 18,571,424 19,313,183
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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 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

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

営業収益 7,253,895 7,996,817

営業原価 6,136,422 6,896,593

営業総利益 1,117,473 1,100,223

販売費及び一般管理費 952,286 1,024,887

営業利益 165,186 75,336

営業外収益

受取利息 13,791 10,181

受取配当金 5,418 4,777

投資有価証券売却益 15,531 -

受取保険金 11,935 197

為替差益 1,896 6,608

持分法による投資利益 1,383 795

その他 22,871 9,360

営業外収益合計 72,829 31,920

営業外費用

支払利息 42,411 39,226

貸倒引当金繰入額 5,000 10,000

その他 7,857 2,855

営業外費用合計 55,268 52,081

経常利益 182,747 55,175

特別利益

固定資産売却益 5,871 12,129

出資金売却益 - 20,341

権利譲渡益 - 26,362

その他 2,159 11,231

特別利益合計 8,030 70,065

特別損失

固定資産除却損 7,590 13,041

貸倒引当金繰入額 26,380 74,959

関係会社株式評価損 11,053 -

投資有価証券評価損 - 40

役員退職慰労金 15,325 -

特別損失合計 60,349 88,040

税金等調整前四半期純利益 130,427 37,200

法人税、住民税及び事業税 33,304 84,854

法人税等調整額 22,397 8,957

法人税等合計 55,702 93,811

四半期純利益又は四半期純損失（△） 74,725 △56,611

非支配株主に帰属する四半期純利益 8,168 15,859

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

66,557 △72,470
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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 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

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

四半期純利益又は四半期純損失（△） 74,725 △56,611

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 31,658 △500

為替換算調整勘定 △574 587

退職給付に係る調整額 △1,085 △577

持分法適用会社に対する持分相当額 - △1,282

その他の包括利益合計 29,998 △1,773

四半期包括利益 104,724 △58,384

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 96,555 △74,244

非支配株主に係る四半期包括利益 8,168 15,859
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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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