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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、中国・アジア新興国の景気減速による下振れ懸念はあるもの

の、円安・株高により企業の収益や設備投資も回復・上昇基調が継続し、おおむね安定的に推移いたしました。し

かしながら物流業界においては、慢性的なドライバー不足やコンプライアンス対応に係る負担増など、依然として

厳しい環境が続いております。

 このような状況下において、当社ロジネットジャパングループは、「スリム＆ストロング＆スピード」のスロー

ガンのもと、組織のスリム化や人員の適正配置、輸送体制の再構築や収益改善策を進めつつ、成長分野への事業シ

フトなどによって経営基盤の拡充を図ってまいりました。

 その結果、利益面においては、ロジネットジャパン西日本グループにおいて抜本的な事業の再構築により収益改

善が進んだことや、札幌通運グループの本州地区での増収による収益向上、合わせて前年の消費税増税後の反動減

からの回復などから前年同期比で増益となり、営業利益は３億８千８百万円増（+137.5%）の６億７千万円、経常

利益は３億８千３百万円増（+134.3%）の６億６千８百万円となりました。

 これらに、札幌通運グループにおいて事業所の再配置により遊休となった事業用資産の売却による固定資産売却

益５億１千３百万円に加え、投資有価証券売却益１億５百万円の特別利益を計上したことなどから、親会社株主に

帰属する四半期純利益は３億７千６百万円増（+122.4%）の６億８千３百万円となりました。 

 営業収益については、札幌通運グループにおいては、新規事業の増収が大きく寄与したことから、前年同期比６

千２百万円増（+0.3%）の198億６千９百万円となりました。

 また、中央通運グループにおいては、主力の鉄道利用運送部門、建設運輸部門がいずれも堅調に推移したことな

どにより、前年同期比２億６千３百万円増（+9.0%）の31億９千１百万円となりました。

 一方、ロジネットジャパン西日本グループにおいては、不採算事業の見直しにより大きく減収となり、前年同期

比５億６千万円減（△17.1%）の27億２千２百万円となりました。

 これらの結果、ロジネットジャパングループ全体の営業収益は、前年同期比２億８百万円減（△0.8%）の259億

７千６百万円となりました。

 

（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２四半期末の総資産は、前期末から５億５千７百万円減少し、303億４千万円となりました。

 このうち、流動資産は８千２百万円増加し、122億９千４百万円となりました。また、固定資産は６億３千９百

万円減少し、180億４千６百万円となりました。この主な要因は、投資有価証券の売却及び有形固定資産の売却に

よるものであります。

 当第２四半期末の負債は、前期末から11億２千１百万円減少し234億６千１百万円となりました。

 このうち、流動負債は13億２千６百万円減少し、176億６千４百万円となりました。また、固定負債は２億５百

万円増加し、57億９千７百万円となりました。この主な要因は、長期借入金が増加したものの、短期借入金を大き

く減らしたことによるものであります。

 これらの結果、純資産は68億７千９百万円となり、純資産から少数株主持分を控除した後の自己資本比率は

22.2%となりました。

 

 

（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、平成27年11月11日発表値から変更はありません。 

 

 

 

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 
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  （企業結合に関する会計基準等の適用） 

 「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）、「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）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）等を第１四半期連結会計期間から適用し、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っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四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、この変更による当第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。
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４．四半期連結財務諸表

（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２四半期連結会計期間 

(平成27年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 3,439,893 3,511,009 

受取手形 903,741 889,316 

営業未収入金 6,583,139 6,554,862 

たな卸資産 69,258 85,786 

繰延税金資産 83,628 53,020 

その他 1,142,118 1,210,875 

貸倒引当金 △10,305 △10,733 

流動資産合計 12,211,472 12,294,138 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 3,596,405 3,423,268 

機械装置及び運搬具（純額） 3,727,982 3,915,784 

土地 6,170,382 5,971,093 

その他（純額） 1,046,596 1,207,895 

有形固定資産合計 14,541,367 14,518,042 

無形固定資産 203,939 193,514 

投資その他の資産    

投資有価証券 1,434,197 988,407 

繰延税金資産 183,634 183,677 

差入保証金 1,755,397 1,668,365 

その他 633,776 551,755 

貸倒引当金 △65,743 △57,121 

投資その他の資産合計 3,941,262 3,335,084 

固定資産合計 18,686,569 18,046,641 

資産合計 30,898,042 30,340,779 
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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２四半期連結会計期間 

(平成27年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形 901,513 903,810 

営業未払金 4,842,133 5,105,424 

短期借入金 10,139,566 8,766,068 

未払法人税等 323,465 455,821 

役員賞与引当金 17,240 － 

その他 2,767,290 2,433,259 

流動負債合計 18,991,209 17,664,383 

固定負債    

長期借入金 4,095,717 4,232,979 

繰延税金負債 246,921 241,369 

役員退職慰労引当金 198,360 207,060 

退職給付に係る負債 186,027 194,530 

資産除去債務 76,092 76,779 

その他 788,752 844,389 

固定負債合計 5,591,871 5,797,107 

負債合計 24,583,080 23,461,491 

純資産の部    

株主資本    

資本金 1,000,000 1,000,000 

資本剰余金 557,007 557,007 

利益剰余金 5,063,746 5,667,705 

自己株式 △533,537 △533,959 

株主資本合計 6,087,215 6,690,753 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 96,282 51,821 

その他の包括利益累計額合計 96,282 51,821 

非支配株主持分 131,463 136,713 

純資産合計 6,314,962 6,879,288 

負債純資産合計 30,898,042 30,340,779 
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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26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年９月30日) 

営業収益 26,185,132 25,976,150 

営業原価 25,075,357 24,433,929 

営業総利益 1,109,774 1,542,220 

販売費及び一般管理費 827,480 871,759 

営業利益 282,293 670,461 

営業外収益    

受取利息 8,045 7,089 

受取配当金 24,817 24,566 

寮収入 22,319 19,266 

その他 64,959 57,402 

営業外収益合計 120,142 108,325 

営業外費用    

支払利息 56,608 51,210 

寮支出 42,729 40,681 

その他 17,848 18,606 

営業外費用合計 117,187 110,499 

経常利益 285,249 668,287 

特別利益    

固定資産売却益 47 537,392 

投資有価証券売却益 399,547 135,946 

特別利益合計 399,595 673,338 

特別損失    

固定資産除売却損 8,779 665 

減損損失 113,881 123,347 

投資有価証券評価損 － 11,244 

その他 6,859 28,506 

特別損失合計 129,519 163,763 

税金等調整前四半期純利益 555,324 1,177,862 

法人税、住民税及び事業税 235,404 441,353 

法人税等調整額 6,349 45,147 

法人税等合計 241,753 486,501 

四半期純利益 313,571 691,361 

非支配株主に帰属する四半期純利益 6,050 7,453 

親会社株主に帰属する四半期純利益 307,520 683,908 
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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26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年９月30日) 

四半期純利益 313,571 691,361 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 23,590 △44,460 

その他の包括利益合計 23,590 △44,460 

四半期包括利益 337,162 646,900 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 331,112 639,450 

非支配株主に係る四半期包括利益 6,049 7,449 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

    （単位：千円） 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27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 555,324 1,177,862 
減価償却費 623,477 611,024 
減損損失 113,881 123,347 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 693 △8,193 
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △42,155 △17,240 
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 4,319 8,502 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,100 8,700 
受取利息及び受取配当金 △32,863 △31,655 
支払利息 56,608 51,210 
投資有価証券売却損益（△は益） △399,547 △135,946 
投資有価証券評価損益（△は益） － 11,244 
有形固定資産売却損益（△は益） △21,787 △541,439 
有形固定資産除却損 19,833 813 
売上債権の増減額（△は増加） △554,823 42,701 
たな卸資産の増減額（△は増加） △18,244 △16,528 
仕入債務の増減額（△は減少） 479,718 265,588 
未払消費税等の増減額（△は減少） 158,151 △289,503 
未払金の増減額（△は減少） 22,656 △83,546 
その他 △146,453 △156,638 

小計 815,689 1,020,302 

利息及び配当金の受取額 32,935 34,799 
利息の支払額 △58,012 △53,985 

法人税等の支払額 △463,958 △312,644 

営業活動によるキャッシュ・フロー 326,653 688,471 

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 △497,788 △611,558 
有形固定資産の売却による収入 200,182 832,904 
無形固定資産の取得による支出 △48,591 △18,484 
投資有価証券の取得による支出 △62,850 △2,070 
投資有価証券の売却による収入 429,978 506,948 
貸付けによる支出 △21,050 △2,987 
貸付金の回収による収入 6,432 974 
差入保証金の回収による収入 92,926 112,164 
その他の支出 △47,867 △58,256 
その他の収入 50,491 30,660 

投資活動によるキャッシュ・フロー 101,862 790,295 

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） 712,000 △1,490,000 
長期借入れによる収入 1,890,000 1,560,000 
長期借入金の返済による支出 △1,627,941 △1,306,236 
リース債務の返済による支出 △94,319 △86,011 
自己株式の取得による支出 △103 △421 
配当金の支払額 △85,497 △85,481 
非支配株主への配当金の支払額 △1,512 △2,204 

財務活動によるキャッシュ・フロー 792,626 △1,410,354 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,221,143 68,413 

現金及び現金同等物の期首残高 2,398,605 3,405,262 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,619,748 3,473,675 
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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。

 

 

（開示の省略）

セグメント情報及び個別情報は、当第２四半期決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示

を省略しております。
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