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(百万円未満四捨五入)

１．2023年３月期第１四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年６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)

売上収益
調整後

営業利益 *1
EBIT *2

税引前
四半期利益

四半期利益
親会社株主に帰属

する四半期利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年３月期第１四半期 199,452 12.0 11,084 8.3 12,009 25.4 10,674 28.7 7,461 49.3 7,030 45.7

2022年３月期第１四半期 178,096 20.9 10,234 46.6 9,580 △10.6 8,296 △10.6 4,998 △21.8 4,824 △23.7

基本的１株当たり
親会社株主に

帰属する四半期利益
円 銭

2023年３月期第１四半期 84.00

2022年３月期第１四半期 57.64
　

*1. 当社は、「営業利益」に代え、「調整後営業利益」を連結経営成績に関する指標として用いており、「調整後営業利益＝売上収益－売上

原価－販売費及び一般管理費」により算出しています。なお、2023年３月期第１四半期の営業利益は、10,661百万円です。

*2. EBITは、Earnings Before Interest and Taxesの略で、「EBIT＝税引前四半期利益－受取利息＋支払利息」により算出しています。

（２）連結財政状態

資産合計 資本合計 親会社株主持分
親会社株主
持分比率

百万円 百万円 百万円 ％

2023年３月期第１四半期 807,660 189,461 180,877 22.4

2022年３月期 791,878 178,213 170,170 21.5

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

2022年３月期 － 28.00 － 28.00 56.00

2023年３月期 －

2023年３月期(予想) 0.00 － 0.00 0.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　　

(注) 2022年４月28日付で公表した「HTSK株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に係る賛同の意見表明及び応募推奨に関する

お知らせ」及び「剰余金の配当（無配）に関するお知らせ」のとおり、HTSK株式会社による当社の普通株式に対する公開買付けが行われる

予定であることを踏まえて、2023年３月期の第２四半期末及び期末の配当は行わない予定です。

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）
2022年４月28日付で公表した「HTSK株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に係る賛同の意見表明及び応募推奨に関

するお知らせ」において公表いたしましたとおり、HTSK株式会社による当社の普通株式に対する公開買付け及びその後の一連の手続に

より、当社株式が上場廃止となることが予定されております。もっとも、当社においては上場廃止を前提とした業績予想の策定は行っ

ていないため、2023年３月期の連結業績予想は記載していません。

　　



※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
　　

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

① ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更 ： 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
　

（３）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) 2023年３月期１Ｑ 84,101,714株 2022年３月期 84,101,714株

② 期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 413,373株 2022年３月期 413,230株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 2023年３月期１Ｑ 83,688,410株 2022年３月期１Ｑ 83,687,896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

・2022年４月28日付で公表した「HTSK株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に係る賛同の意見表明及び
応募推奨に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、HTSK株式会社による当社の普通株式に対する公開買付
け及びその後の一連の手続により、当社株式が上場廃止となることが予定されております。もっとも、当社においては
上場廃止を前提とした業績予想の策定は行っていないため、2023年３月期の連結業績予想は記載していません。

・四半期決算補足説明資料は、当社Webサイトに掲載します。
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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１四半期連結累計期間(以下「当第１四半期」という。)における連結業績は次のとおりです。

(単位：百万円)

区分 前第１四半期 当第１四半期 前年同期比

売上収益 178,096 199,452 112％

調整後営業利益 10,234 11,084 108％

ＥＢＩＴ 9,580 12,009 125％

親会社株主に帰属する四半期利益 4,824 7,030 146％

売上収益は1,994億52百万円(前年同期比12％増)、調整後営業利益は110億84百万円(前年同期比８％増)、EBITは

120億９百万円(前年同期比25％増)、親会社株主に帰属する四半期利益は70億30百万円(前年同期比46％増)となりま

した。

　セグメント別の状況は次のとおりです。

【国内物流】 (単位：百万円)

区分 前第１四半期 当第１四半期 前年同期比

売上収益 104,589 102,780 98％

セグメント利益(調整後営業利益) 6,826 5,318 78％

当セグメントの売上収益は、前年同期に比べ２％減少し、1,027億80百万円となりました。

　セグメント利益は、当社連結子会社の物流センター火災による影響等により、前年同期に比べ22％減少し、53億

18百万円となりました。

【国際物流】 (単位：百万円)

区分 前第１四半期 当第１四半期 前年同期比

売上収益 70,447 93,400 133％

セグメント利益(調整後営業利益) 3,236 5,595 173％

当セグメントの売上収益は、フォワーディング事業や新規案件稼働の寄与、為替影響等により、前年同期に比べ

33％増加し、934億円となりました。

　セグメント利益は、増収影響や収益性向上、為替影響等により、前年同期に比べ73％増加し、55億95百万円とな

りました。

【その他(物流周辺事業等)】 (単位：百万円)

区分 前第１四半期 当第１四半期 前年同期比

売上収益 3,060 3,272 107％

セグメント利益(調整後営業利益) 172 171 99％

当セグメントの売上収益は、前年同期に比べ７％増加し、32億72百万円となりました。

　セグメント利益は、前年同期に比べ１％減少し、１億71百万円となりました。
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（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び資本の状況

　当第１四半期連結会計期間末の資産の部合計は、前連結会計年度末に比べ157億82百万円増加し、8,076億60百万

円となりました。流動資産は、現金及び現金同等物が36億43百万円減少したものの、売上債権及び契約資産が44億

80百万円増加したことなどにより、16億７百万円増加いたしました。非流動資産は、使用権資産が90億11百万円、

有形固定資産が42億89百万円それぞれ増加したことなどにより、141億75百万円増加いたしました。

　当第１四半期連結会計期間末の負債の部合計は、前連結会計年度末に比べ45億34百万円増加し、6,181億99百万円

となりました。流動負債は、その他の流動負債が54億83百万円減少したものの、その他の金融負債が111億47百万円

増加したことなどにより、29億54百万円増加いたしました。非流動負債は、その他の金融負債が97億18百万円減少

したものの、リース負債が91億47百万円、その他の非流動負債が12億83百万円それぞれ増加したことなどにより、

15億80百万円増加いたしました。

　当第１四半期連結会計期間末の資本の部合計は、前連結会計年度末に比べ112億48百万円増加し、1,894億61百万

円となり、また、親会社株主持分比率は前連結会計年度末の21.5％から22.4％となりました。

② キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末

に比べ36億43百万円減少し、912億64百万円となりました。

　当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期に比べ８億59百万円収入が増加し、122億19百万円の収入と

なりました。この主な要因は、法人所得税の支払47億29百万円等により資金が減少したものの、減価償却費及び無

形資産償却費136億32百万円、四半期利益の計上74億61百万円等により資金が増加したことによるものです。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期に比べ31億95百万円支出が増加し、57億61百万円の支出と

なりました。この主な要因は、有形固定資産及び無形資産の取得52億15百万円、定期預金の預入による支出７億12

百万円等により資金が減少したことによるものです。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、前第１四半期に比べ４億５百万円支出が減少し、116億27百万円の支出と

なりました。この主な要因は、リース負債の返済84億37百万円、配当金の支払23億48百万円等により資金が減少し

たことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2022年４月28日付で公表した「HTSK株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に係る賛同の意見表

　 明及び応募推奨に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、HTSK株式会社による当社の普通株式に対す

る公開買付け及びその後の一連の手続により、当社株式が上場廃止となることが予定されております。もっとも、

当社においては上場廃止を前提とした業績予想の策定は行っていないため、2023年３月期の連結業績予想は記載し

ていません。

決算補足説明資料は、当社Webサイトに掲載します。

[URL] https://www.hitachi-transportsystem.com/jp/ir/library/presentations/
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２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）要約四半期連結財政状態計算書

(単位：百万円)

区分
前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

(資産の部)

流動資産

現金及び現金同等物 94,907 91,264

売上債権及び契約資産 131,862 136,342

棚卸資産 1,363 1,358

その他の金融資産 10,580 11,419

その他の流動資産 10,758 10,694

流動資産合計 249,470 251,077

非流動資産

持分法で会計処理されている投資 6,762 6,843

有形固定資産 169,290 173,579

使用権資産 281,265 290,276

のれん 25,881 26,648

無形資産 21,270 21,000

繰延税金資産 14,022 14,146

その他の金融資産 17,259 17,533

その他の非流動資産 6,659 6,558

非流動資産合計 542,408 556,583

資産の部合計 791,878 807,660
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(単位：百万円)

区分
前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

(負債の部)

流動負債

買入債務 54,561 53,648

短期借入金 1,114 690

償還期長期債務 20,092 20,108

リース負債 31,926 32,252

未払法人所得税 5,385 3,670

その他の金融負債 22,019 33,166

その他の流動負債 38,044 32,561

流動負債合計 173,141 176,095

非流動負債

長期債務 120,386 120,468

リース負債 251,343 260,490

退職給付に係る負債 39,436 39,786

繰延税金負債 7,969 8,405

その他の金融負債 18,435 8,717

その他の非流動負債 2,955 4,238

非流動負債合計 440,524 442,104

負債の部合計 613,665 618,199

(資本の部)

親会社株主持分

資本金 16,803 16,803

利益剰余金 145,026 148,958

その他の包括利益累計額 9,162 15,939

自己株式 △821 △823

親会社株主持分合計 170,170 180,877

非支配持分 8,043 8,584

資本の部合計 178,213 189,461

負債・資本の部合計 791,878 807,660
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（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

要約四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

区分
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)

売上収益 178,096 199,452

売上原価 △154,604 △173,255

売上総利益 23,492 26,197

販売費及び一般管理費 △13,258 △15,113

調整後営業利益 10,234 11,084

その他の収益 492 758

その他の費用 △294 △1,181

営業利益 10,432 10,661

金融収益 46 1,214

金融費用 △1,003 △42

持分法による投資損益 105 176

受取利息及び支払利息調整後

税引前四半期利益
9,580 12,009

受取利息 375 169

支払利息 △1,659 △1,504

税引前四半期利益 8,296 10,674

法人所得税費用 △3,298 △3,213

四半期利益 4,998 7,461

四半期利益の帰属

親会社株主持分 4,824 7,030

非支配持分 174 431

区分
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)

１株当たり親会社株主に帰属する四半期利益

基本 57.64円 84.00円

希薄化後 －円 －円
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要約四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

区分
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)

四半期利益 4,998 7,461

その他の包括利益

純損益に組み替えられない項目

その他の包括利益を通じて測定する
金融資産の公正価値の純変動額

△558 △52

確定給付制度の再測定 △66 －

持分法のその他の包括利益 2 －

純損益に組み替えられない項目合計 △622 △52

純損益に組み替えられる可能性がある項目

在外営業活動体の換算差額 605 7,101

キャッシュ・フロー・ヘッジの
公正価値の純変動額

△1 28

持分法のその他の包括利益 50 78

純損益に組み替えられる可能性がある
項目合計

654 7,207

その他の包括利益合計 32 7,155

四半期包括利益 5,030 14,616

四半期包括利益の帰属

親会社株主持分 4,878 13,698

非支配持分 152 918
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（３）要約四半期連結持分変動計算書

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)

親会社

株主持分

合計

非支配持分
資本の部

合計資本金 利益剰余金

その他の

包括利益

累計額

自己株式

期首残高 16,803 236,311 1,861 △99,817 155,158 6,949 162,107

変動額

四半期利益 4,824 4,824 174 4,998

その他の包括利益 54 54 △22 32

配当金 △2,348 △2,348 △113 △2,461

自己株式の取得及び売却 △1 △1 △1

自己株式の消却 △24,975 24,953 △22 △22

株式報酬取引 33 33 33

非支配株主に係る売建プット・

オプション負債の変動等
△110 35 △75 △68 △143

変動額合計 － △22,576 89 24,952 2,465 △29 2,436

期末残高 16,803 213,735 1,950 △74,865 157,623 6,920 164,543

(単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)

親会社

株主持分

合計

非支配持分
資本の部

合計資本金 利益剰余金

その他の

包括利益

累計額

自己株式

期首残高 16,803 145,026 9,162 △821 170,170 8,043 178,213

変動額

四半期利益 7,030 7,030 431 7,461

その他の包括利益 6,668 6,668 487 7,155

配当金 △2,348 △2,348 △118 △2,466

自己株式の取得及び売却 △2 △2 △2

株式報酬取引 5 5 5

非支配株主に係る売建プット・

オプション負債の変動等
△755 109 △646 △259 △905

変動額合計 － 3,932 6,777 △2 10,707 541 11,248

期末残高 16,803 148,958 15,939 △823 180,877 8,584 189,461
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（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

区分
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益 4,998 7,461

四半期利益から営業活動による
キャッシュ・フローへの調整

減価償却費及び無形資産償却費 12,730 13,632

法人所得税費用 3,298 3,213

持分法による投資損益 △105 △176

火災損失 － 812

受取保険金 △5 △368

固定資産売却損益 △32 △61

受取利息及び受取配当金 △421 △217

支払利息 1,659 1,504

売上債権及び契約資産の増減 5,188 △748

棚卸資産の増減 △85 45

買入債務の増減 △2,770 △2,819

退職給付に係る負債の増減 346 287

その他の資産及びその他の負債の増減 △7,953 △4,332

その他 761 △48

小計 17,609 18,185

利息及び配当金の受取 516 389

利息の支払 △1,508 △1,345

火災による支払額 － △649

保険金の受取額 5 368

法人所得税の支払 △5,262 △4,729

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,360 12,219

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得 △2,961 △5,215

有形固定資産及び無形資産の売却 325 124

関連会社株式の売却による収入 14 －

定期預金の預入による支出 △183 △712

事業譲受による支出 － △131

その他 239 173

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,566 △5,761

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減 △624 △519

長期借入債務の返済 △105 △27

リース負債の返済 △8,712 △8,437

配当金の支払 △2,348 △2,348

非支配持分株主への配当金の支払 △113 △118

その他 △130 △178

財務活動によるキャッシュ・フロー △12,032 △11,627

現金及び現金同等物に係る換算差額 313 1,526

現金及び現金同等物の増減 △2,925 △3,643

現金及び現金同等物の期首残高 104,815 94,907

現金及び現金同等物の期末残高 101,890 91,264
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（５）要約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。

（追加情報）

(新型コロナウイルス感染拡大による影響)

　当連結会計年度の第１四半期における当社グループの資産の評価等において、新型コロナウイルス感染症の

影響は限定的と判断しておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大の状況が大きく変化し、不確実性が高ま

った場合には、第２四半期以降において資産又は負債の帳簿価額の見直しを行う可能性があります。

(当社連結子会社における火災の発生)

　2021年11月29日に当社連結子会社である㈱日立物流西日本の舞洲営業所の物流センターにおいて火災が発生

し、2021年12月４日に鎮火しました。

　前連結会計年度末の火災損失引当金の残高は、6,423百万円であり、火災損失引当金には、焼失した建物の解

体、撤去費用等の賃借不動産に係る損失や、顧客及びその他の関係者に対して合理的に見積ることのできる弁

済金等が含まれています。当第１四半期連結会計期間の火災損失引当金の残高は、6,832百万円であり、前連結

会計年度末からの主な増減の内容は、新たに認識した火災損失引当金繰入による増加660百万円、顧客及びその

他の関係者に対する弁済金の支払による減少251百万円です。

　また、当第１四半期連結累計期間において、代替輸送等実施による諸経費を売上原価として220百万円計上

し、上記の火災損失引当金繰入額660百万円等を含む「火災損失」をその他の費用として812百万円計上してい

ます。当該火災において保険が確定したものについては、その他の収益の「受取保険金」として367百万円計上

していますが、処理が未確定となっている保険金が第２四半期以降の当社の要約四半期連結財務諸表に与える

影響については、現時点では未定です。

　なお、当該火災の弁済等については関係者と協議中であり、上記の影響額の一部は現時点で判明している入

手可能な情報に基づき最善の見積りにより算定したものを含んでいるため、協議の進捗等に応じて会計上の見

積りの見直しが必要となった場合、第２四半期以降の当社の要約四半期連結財務諸表に影響を与える可能性が

あります。
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(公開買付け)

　当社は、2022年４月28日開催の取締役会において、HTSK株式会社(以下「公開買付者」という。)による当社

の普通株式(以下「当社株式」という。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」という。)に関して、同日

時点における当社の意見として、本公開買付けが開始された場合には、本公開買付けに賛同の意見を表明する

とともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をいたしました。

　なお、当社の上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後に予定された一連の手続を経て、

当社株式全てを取得することを企図していること、及び当社株式が上場廃止となる予定であることを前提とし

ております。

１．公開買付者の概要

① 名称 HTSK株式会社

② 所在地 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号明治安田生命ビル11階

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役 スティーブン・コディスポティ

④ 事業内容 商業、商業に付随関連する一切の事業

⑤ 資本金 5,000円

⑥ 設立年月日 2022年４月21日

⑦ 大株主及び持株比率 HTSKホールディングス株式会社 (持株比率100.00％)

⑧ 当社と公開買付者の関係

　資本関係 　該当事項はありません。

　人的関係 　該当事項はありません。

　取引関係 　該当事項はありません。

　関連当事者への該当状況 　該当事項はありません。

２．本公開買付けの概要

(１) 買付け等の期間

2022年９月下旬を目途に本公開買付けが開始されることを想定しております。

(２) 買付け等の価格

普通株式１株につき、8,913円

(３) 買付予定の株券等の数

買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限

50,401,606株 22,443,900株 －株
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（セグメント情報等）

前第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注１)

合計
調整額
(注２)

要約四半期
連結財務
諸表計上額国内物流 国際物流 計

売上収益

外部顧客への売上収益 104,589 70,447 175,036 3,060 178,096 － 178,096

セグメント間の内部
売上収益又は振替高

－ － － 3,128 3,128 △3,128 －

計 104,589 70,447 175,036 6,188 181,224 △3,128 178,096

セグメント利益 6,826 3,236 10,062 172 10,234 － 10,234

その他の収益 492

その他の費用 △294

金融収益 46

金融費用 △1,003

持分法による投資損益 105

受取利息 375

支払利息 △1,659

税引前四半期利益 8,296

(注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、情報システム開発、自動車

販売・整備等を含んでおります。

２ 親会社の管理部門に係る費用等の事業セグメントに帰属しない全社費用は、合理的な基準に基づき各事業セ

グメントへ配分しております。
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当第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注１)

合計
調整額
(注２)

要約四半期
連結財務
諸表計上額国内物流 国際物流 計

売上収益

外部顧客への売上収益 102,780 93,400 196,180 3,272 199,452 － 199,452

セグメント間の内部
売上収益又は振替高

－ － － 4,670 4,670 △4,670 －

計 102,780 93,400 196,180 7,942 204,122 △4,670 199,452

セグメント利益 5,318 5,595 10,913 171 11,084 － 11,084

その他の収益 758

その他の費用 △1,181

金融収益 1,214

金融費用 △42

持分法による投資損益 176

受取利息 169

支払利息 △1,504

税引前四半期利益 10,674

(注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、情報システム開発、自動車

販売・整備等を含んでおります。

２ 親会社の管理部門に係る費用等の事業セグメントに帰属しない全社費用は、合理的な基準に基づき各事業セ

グメントへ配分しております。

　


