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（百万円未満切捨） 

１．平成 30 年９月中間期の連結業績（平成 30 年４月１日～平成 30 年９月 30 日） 
(1) 連結経営成績                       （％表示は対前年中間期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 
親会社株主に帰属

する中間純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

30 年９月中間期 54,279 △5.1 △469 － △497 － △788 － 

29 年９月中間期 57,181 △3.8 △515 － △501 － △495 － 
 

 １株当たり中間純利益 
潜在株式調整後１株 
当たり中間純利益 

 円 銭 円 銭 

30 年９月中間期 △124 25 － － 

29 年９月中間期 △78 8 － － 

（参考）持分法投資損益 30 年９月中間期 △53 百万円 29 年９月中間期 1 百万円 

    
(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 ％ 

30 年９月中間期 83,881 17,893 21.0 

30 年３月期 88,106 17,840 20.0 

（参考）自己資本 30 年９月中間期 17,637 百万円 30 年３月期 17,579 百万円 

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

中間期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

30 年９月中間期 1,409 238 △2,203 16,163 

29 年９月中間期 567 △211 △2,135 15,590 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 
 円 銭 円 銭 円 銭 

30 年３月期 － 10 00 10 00 

31 年３月期 －  
未定 

31 年３月期（予想）  未定 

 

 



３．その他 
(1) 期中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) 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 
 
(3) 発行済株式数(普通株式) 

① 期末発行済株式数 30 年９月中間期 6,344 千株 30 年３月期 6,344 千株
② 期末自己株式数 30 年９月中間期 － 30 年３月期 －
③ 期中平均株式数 30 年９月中間期 6,344 千株 30 年３月期 6,344 千株

 
 
（参考）個別業績の概要 

１．平成 30 年９月中間期の個別業績（平成 30 年４月１日～平成 30 年９月 30 日） 

(1) 個別経営成績                       （％表示は対前年中間期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

30 年９月中間期 33,748 △3.9 △786 － △770 － 

29 年９月中間期 35,106 △4.4 △739 － △547 － 

 

 中間純利益 １株当たり中間純利益 

 百万円 ％ 円 銭 

30 年９月中間期 △832 － △131 21 

29 年９月中間期 △397 － △62 60 

  (2) 個別財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

30 年９月中間期 73,863 12,541 17.0 

30 年３月期 77,110 12,556 16.3 

（参考）自己資本 30 年９月中間期 12,541 百万円 30 年３月期 12,556 百万円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



１【中間連結財務諸表等】
　（１）【中間連結財務諸表】

　　①【中間連結貸借対照表】

（単位：百万円）

　資産の部

　　流動資産

　　　現金及び預金 17,932 17,148

　　　受取手形及び売掛金 14,587 12,500

　　　たな卸資産 483 388

　　　繰延税金資産 861 －

　　　未収入金 1,347 1,152

　　　その他 1,467 2,000

　　　貸倒引当金 △1,137 △1,165

　　　流動資産合計 35,543 32,024

　　固定資産

　　　有形固定資産

　　　　建物及び構築物（純額） 13,180 12,751

　　　　機械装置及び運搬具（純額） 150 137

　　　　土地 19,033 18,983

　　　　リース資産（純額） 4,324 2,917

　　　　その他（純額） 178 162

　　　　有形固定資産合計 36,868 34,953

　　　無形固定資産

　　　　ソフトウエア 1,420 1,346

　　　　リース資産 209 178

　　　　その他 220 157

　　　　無形固定資産合計 1,850 1,681

　　　投資その他の資産

　　　　投資有価証券 9,146 10,411

　　　　敷金及び保証金 1,559 1,535

　　　　退職給付に係る資産 200 203

　　　　繰延税金資産 2,577 2,766

　　　　その他 434 388

　　　  貸倒引当金 △74 △84

　　　　投資その他の資産合計 13,843 15,221

　　　固定資産合計 52,563 51,856

　　資産合計 88,106 83,881

前連結会計年度

（平成30年３月31日）

当中間連結会計期間

（平成30年９月30日）



（単位：百万円）

　負債の部

　　流動負債

　　　支払手形及び買掛金 9,753 8,458

　　　短期借入金 16,262 16,307

　　　リース債務 3,093 2,398

　　　未払法人税等 273 235

　　　未払費用 2,845 2,292

　　　預り金 886 940

　　　賞与引当金 1,292 739

　　　その他 1,529 1,752

　　　流動負債合計 35,936 33,123

　　固定負債

　　　長期借入金 17,673 17,137

　　　リース債務 2,068 1,150

　　　退職給付に係る負債 10,954 10,989

　　　役員退職慰労引当金 260 221

　　　再評価に係る繰延税金負債 1,294 1,291

　　　長期預り保証金 2,026 2,020

　　　その他 51 51

　　　固定負債合計 34,329 32,863

　　負債合計 70,265 65,987

　純資産の部

　　株主資本

　　　資本金 3,172 3,172

　　　利益剰余金 13,286 12,399

　　　株主資本合計 16,458 15,571

　　その他の包括利益累計額

　　　その他有価証券評価差額金 2,327 3,214

　　　土地再評価差額金 △1,159 △1,124

　　　退職給付に係る調整累計額 △48 △24

　　　その他の包括利益累計額合計 1,120 2,065

　　非支配株主持分 261 256

　　純資産合計 17,840 17,893

　負債純資産合計 88,106 83,881

（平成30年３月31日） （平成30年９月30日）

前連結会計年度 当中間連結会計期間



　　②【中間連結損益計算書】

（単位：百万円）

　売上高 57,181 54,279

　売上原価 39,899 37,557

　売上総利益 17,281 16,722

　販売費及び一般管理費 17,796 17,191

　営業損失（△） △515 △469

　営業外収益

　　受取利息 1 0

　　受取配当金 80 84

　　持分法による投資利益 1 －

　　その他 97 87

　　営業外収益合計 180 172

　営業外費用

　　支払利息 122 111

　　持分法による投資損失 － 53

　　その他 44 35

　　営業外費用合計 166 200

　経常損失（△） △501 △497

　特別利益

　　固定資産売却益 71 149

　　その他 0 －

　　特別利益合計 71 149

　特別損失

　　特別退職金 121 －

　　固定資産売却損 3 15

　　その他 10 8

　　特別損失合計 134 23

　税金等調整前中間純損失（△） △565 △371

　法人税、住民税及び事業税 167 156

　法人税等調整額 △238 267

　法人税等合計 △71 424

　中間純損失（△） △493 △795

　非支配株主に帰属する中間純利益 1 △7

　親会社株主に帰属する中間純損失（△） △495 △788

前中間連結会計期間

（自　平成29年４月１日　

　至　平成29年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成30年４月１日　

　至　平成30年９月30日）



　　③【中間連結株主資本等変動計算書】

　　　　前中間連結会計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

（単位：百万円）

資本金
利益

剰余金
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

土地再評
価差額金

退職給付
に係る調
整累計額

その他の
包括利益
累計額合
計

当期首残高 3,172 14,270 17,442 2,510 △1,125 △53 1,331 266 19,040 

当中間期変動額

　剰余金の配当 △63 △63 △63 

　親会社株主に帰属する
　中間純損失（△）

△495 △495 △495 

　土地再評価差額金の取崩 9 9 9 

　株主資本以外の項目の
　当中間期変動額（純額）

△69 △9 26 △52 0 △51 

当中間期変動額合計 － △549 △549 △69 △9 26 △52 0 △600 

当中間期末残高 3,172 13,721 16,893 2,440 △1,134 △26 1,279 266 18,439 

　　　　当中間連結会計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年９月30日）

（単位：百万円）

資本金
利益

剰余金
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

土地再評
価差額金

退職給付
に係る調
整累計額

その他の
包括利益
累計額合
計

当期首残高 3,172 13,286 16,458 2,327 △1,159 △48 1,120 261 17,840 

当中間期変動額

　剰余金の配当 △63 △63 △63 

　親会社株主に帰属する
　中間純損失（△）

△788 △788 △788 

　土地再評価差額金の取崩 △35 △35 △35 

　株主資本以外の項目の
　当中間期変動額（純額）

886 35 24 945 △5 940 

当中間期変動額合計 － △887 △887 886 35 24 945 △5 53 

当中間期末残高 3,172 12,399 15,571 3,214 △1,124 △24 2,065 256 17,893 

株主資本

非支配株
主持分

純資産
合計

その他の包括利益累計額

非支配株
主持分

純資産
合計

株主資本 その他の包括利益累計額



　　④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

　営業活動によるキャッシュ・フロー

　　税金等調整前中間純損失（△） △565 △371

　　減価償却費 2,551 2,216

　　持分法による投資損益（△は益） △1 53

　　引当金の増減額（△は減少） △232 △553

　　退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △99 69

　　受取利息及び受取配当金 △82 △85

　　支払利息及び社債利息 122 111

　　売上債権の増減額（△は増加） 1,917 2,600

　　たな卸資産の増減額（△は増加） △11 94

　　仕入債務の増減額（△は減少） △2,443 △2,402

　　固定資産除売却損益（△は益） △63 △126

　　投資有価証券売却及び評価損益（△は益） － △0

　　その他 △67 △139

　　小計 1,023 1,466

　　利息及び配当金の受取額 83 85

　　利息の支払額 △125 △112

　　法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △413 △29

　　営業活動によるキャッシュ・フロー 567 1,409

　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　定期預金の増減額（△は増加） 193 229

　　固定資産の取得による支出 △468 △181

　　固定資産の売却による収入 171 203

　　投資有価証券の取得による支出 △87 △40

　　投資有価証券の売却による収入 0 1

　　短期貸付金の増減額（△は増加） △22 14

　　長期貸付けによる支出 △11 △7

　　長期貸付金の回収による収入 13 18

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △211 238

　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　配当金の支払額 △63 △63

　　非支配株主への配当金の支払額 △0 △0

　　ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,742 △1,649

　　短期借入金の純増減額（△は減少） △634 △109

　　長期借入れによる収入 3,287 400

　　長期借入金の返済による支出 △2,982 △781

　　財務活動によるキャッシュ・フロー △2,135 △2,203

　現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,779 △555

　現金及び現金同等物の期首残高 17,369 16,718

　現金及び現金同等物の中間期末残高 15,590 16,163

前中間連結会計期間

（自 平成29年４月１日　

　至 平成29年９月30日）

当中間連結会計期間

（自 平成30年４月１日　

　至 平成30年９月30日）



２【中間財務諸表等】
　（１）【中間財務諸表】

　　①【中間貸借対照表】

（単位：百万円）

　資産の部

　　流動資産

　　　現金及び預金 11,805 10,954

　　　受取手形 1,954 1,906

　　　売掛金 5,840 4,836

　　　リース投資資産 2,942 2,239

　　　たな卸資産 78 70

　　　短期貸付金 30 29

　　　立替金 1,497 1,495

　　　繰延税金資産 564 －

　　　未収入金 1,488 1,307

　　　その他 530 992

　　　貸倒引当金 △545 △640

　　　流動資産合計 26,188 23,191

　　固定資産

　　　有形固定資産

　　　　建物（純額） 12,325 11,920

　　　　土地 17,832 17,782

　　　　リース資産（純額） 154 127

　　　　その他（純額） 382 352

　　　　有形固定資産合計 30,695 30,183

　　　無形固定資産

　　　　ソフトウエア 1,084 1,046

　　　　リース資産 187 162

　　　　その他 142 79

　　　　無形固定資産合計 1,414 1,288

　　　投資その他の資産

　　　　関係会社株式 5,550 5,550

　　　　投資有価証券 8,003 9,270

　　　　長期貸付金 85 71

　　　　敷金及び保証金 1,387 1,380

　　　　繰延税金資産 1,966 1,981

　　　　リース投資資産 1,674 815

　　　　その他 194 189

　　　  貸倒引当金 △50 △60

　　　　投資その他の資産合計 18,812 19,200

　　　固定資産合計 50,922 50,672

　　資産合計 77,110 73,863

前事業年度

（平成30年３月31日）

当中間会計期間

（平成30年９月30日）



（単位：百万円）

　負債の部

　　流動負債

　　　買掛金 5,628 5,191

　　　短期借入金 14,206 14,382

　　　リース債務 3,041 2,333

　　　未払法人税等 105 68

　　　未払費用 4,307 3,666

　　　預り金 4,928 4,960

　　　賞与引当金 852 427

　　　その他 534 687

　　　流動負債合計 33,605 31,717

　　固定負債

　　　長期借入金 16,438 16,020

　　　リース債務 1,916 1,011

　　　退職給付引当金 9,000 9,014

　　　役員退職慰労引当金 157 130

　　　再評価に係る繰延税金負債 1,294 1,291

　　　長期預り保証金 2,101 2,096

　　　その他 40 40

　　　固定負債合計 30,948 29,605

　　負債合計 64,554 61,322

　純資産の部

　　株主資本

　　　資本金 3,172 3,172

　　　利益剰余金

　　　　利益準備金 83 90

　　　　その他利益剰余金

　　　　　別途積立金 4,305 4,305

　　　　　繰越利益剰余金 3,842 2,905

　　　　利益剰余金合計 8,232 7,300

　　　株主資本合計 11,404 10,473

　　評価・換算差額等

　　　その他有価証券評価差額金 2,311 3,192

　　　土地再評価差額金 △1,159 △1,124

　　　評価・換算差額等合計 1,151 2,068

　　純資産合計 12,556 12,541

　負債純資産合計 77,110 73,863

前事業年度 当中間会計期間

（平成30年３月31日） （平成30年９月30日）



　　②【中間損益計算書】

（単位：百万円）

　売上高 35,106 33,748

　売上原価 20,716 19,562

　売上総利益 14,390 14,185

　販売費及び一般管理費 15,129 14,971

　営業損失（△） △739 △786

　営業外収益 333 146

　営業外費用 142 130

　経常損失（△） △547 △770

　特別利益 71 146

　特別損失 121 21

　税引前中間純損失（△） △598 △645

　法人税、住民税及び事業税 25 27

　法人税等調整額 △225 160

　法人税等合計 △200 187

　中間純損失（△） △397 △832

前中間会計期間

（自　平成29年４月１日　

　至　平成29年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成30年４月１日　

　至　平成30年９月30日）



　　③【中間株主資本等変動計算書】

　　　　前中間会計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

（単位：百万円）

別途
積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 3,172 77 4,305 4,730 9,113 12,285 2,492 △1,125 1,367 13,652 

当中間期変動額

　利益準備金の積立 6 △6 － － － 

　剰余金の配当 △63 △63 △63 △63 

　中間純損失（△） △397 △397 △397 △397 

　土地再評価差額金の取崩 9 9 9 9 

　株主資本以外の項目の
　当中間期変動額（純額）

△68 △9 △77 △77 

当中間期変動額合計 － 6 － △457 △451 △451 △68 △9 △77 △529 

当中間期末残高 3,172 83 4,305 4,272 8,662 11,834 2,424 △1,134 1,289 13,123 

　　　　当中間会計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年９月30日）

（単位：百万円）

別途
積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 3,172 83 4,305 3,842 8,232 11,404 2,311 △1,159 1,151 12,556 

当中間期変動額

　利益準備金の積立 6 △6 － － － 

　剰余金の配当 △63 △63 △63 △63 

　中間純損失（△） △832 △832 △832 △832 

　土地再評価差額金の取崩 △35 △35 △35 △35 

　株主資本以外の項目の
　当中間期変動額（純額）

880 35 916 916 

当中間期変動額合計 － 6 － △937 △931 △931 880 35 916 △15 

当中間期末残高 3,172 90 4,305 2,905 7,300 10,473 3,192 △1,124 2,068 12,541 

純資産
合計資本金

利益剰余金

株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

土地再評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計

株主資本 評価・換算差額等

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計資本金

利益剰余金

株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

土地再評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計


