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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第76期

第３四半期
連結累計期間

第77期
第３四半期
連結累計期間

第76期

会計期間
自　2020年４月１日
至　2020年12月31日

自　2021年４月１日
至　2021年12月31日

自　2020年４月１日
至　2021年３月31日

売上高 （千円） 10,967,116 13,643,787 15,210,556

経常利益 （千円） 398,056 1,038,971 519,556

親会社株主に帰属する四半期　　

（当期）純利益
（千円） 323,888 730,020 367,603

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 347,781 846,227 423,952

純資産額 （千円） 8,557,866 9,395,370 8,630,728

総資産額 （千円） 19,994,204 20,274,058 19,739,297

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 57.98 130.06 65.79

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） 56.61 126.57 64.21

自己資本比率 （％） 42.1 45.6 43.0

 

回次
第76期

第３四半期
連結会計期間

第77期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自　2020年10月１日
至　2020年12月31日

自　2021年10月１日
至　2021年12月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 27.43 44.17

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首

から適用しており、当第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等につ

いては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当グループ（当社及び連結子会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　当第３四半期連結累計期間における当グループの財政状態及び経営成績（以下、「経営成績等」という。）の状況

の概要並びに経営者の視点による当グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は以下のとおりで

あります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

　第１四半期連結会計期間の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を

適用しております。詳細は、「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項(会計方針の変更)」をご参照くだ

さい。

 

(１)経営成績

　当第３四半期連結累計期間における世界及び日本の経済状況は、新型コロナウイルスの新たな変異株が出現したこ

とで感染の再拡大による下振れリスクが懸念されましたが、ワクチン接種が進む中、経済活動の制限が緩和されたこ

とで持ち直しの動きが見られました。

　物流業界におきましては、国際貨物は米中対立や海上輸送の混乱の長期化などの下押し要因はあったものの、海上

輸送から航空輸送へのシフトが継続したことで、輸送量は好調に推移しました。国内貨物は個人消費の持ち直しの動

きが継続していることを背景に、消費関連貨物及び生産関連貨物において輸送量の回復傾向が続きました。

　このような事業環境の中、当グループは、2021年５月に策定した２ヵ年の中期経営計画（2022年３月期～2023年３

月期）の達成に向けて、中・長期的ビジョン「オペレーションからソリューションへ」のもと、グループ一丸となっ

て取り組んでまいりました。

　この結果、前年大幅に減少していた工作機械の取扱いが増加したことに加え、世界的な半導体の需要急増を背景

に、半導体製造装置及び小型精密機器の取扱いが好調に推移いたしました。また、新型コロナウイルスの影響により

減少していた海外の生産活動が持ち直しの動きを見せたことを受け、国際貨物の取扱いが好調に推移したことによ

り、売上高、営業利益ともに増加いたしました。

　なお、投資有価証券売却益として特別利益13百万円を計上いたしました。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高136億43百万円（前年同期比24.4％増）、営業利益10億

２百万円（前年同期比118.2％増）、経常利益10億38百万円（前年同期比161.0％増）、親会社株主に帰属する四半期

純利益７億30百万円（前年同期比125.4％増）となりました。
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　セグメントの業績は次のとおりであります。

①　梱包事業部門

　前年大幅に減少していた工作機械の取扱いが増加したことに加え、世界的な半導体の需要急増を背景に、半導体製

造装置及び小型精密機器の取扱いが好調に推移いたしました。また、新型コロナウイルスの影響により減少していた

海外の生産活動が持ち直しの動きを見せたことを受け、国際貨物の取扱いが好調に推移したことにより、売上高、セ

グメント利益ともに増加いたしました。

　この結果、当該部門の業績は、売上高98億73百万円（前年同期比32.4％増）、セグメント利益12億17百万円（前年

同期比72.9％増）となりました。

 

②　運輸事業部門

　前年大幅に取扱いが減少していた工作機械が増加したことに加え、小型精密機器など全般的に製品の取扱いが堅調

に推移したことにより、売上高、セグメント利益ともに増加いたしました。

　この結果、当該部門の業績は、売上高18億20百万円（前年同期比18.3％増）、セグメント利益１億51百万円（前年

同期比106.8％増）となりました。

 

③　倉庫事業部門

　世界的な半導体の需要急増を背景に、半導体製造装置の取扱いが好調に推移したことにより、売上高、セグメント

利益ともに増加いたしました。

　この結果、当該部門の業績は、売上高17億77百万円（前年同期比0.9％増）、セグメント利益４億２百万円（前年

同期比3.4％増）となりました。

 

④　賃貸ビル事業部門

　本社ビルの空室は埋まりつつありますが、フリーレント期間を設定していることにより、売上高、セグメント利益

ともに減少いたしました。

　この結果、当該部門の業績は、売上高１億72百万円（前年同期比16.8％減）、セグメント利益43百万円（前年同期

比48.7％減）となりました。

 

(２）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

　また、当グループは、経営の主たる指標として、売上高営業利益率を用いております。安定的な成長を維持す

るためには、確固とした収益基盤づくりが不可欠であるとの認識のもとに、2023年３月期の連結営業利益11億円

(連結売上高営業利益率6.6％)を目標として掲げ、その達成を目指しております。

　当第３四半期連結累計期間における売上高営業利益率は7.3％（前年同期比3.1ポイント改善）となり、目標で

ある6.6%を上回る結果となりましたが、今後も引き続き当該指標の達成に注力してまいります。
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(３）財政状態の分析

①　資産

　当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産202億74百万円となり、前連結会計年度末に比べ、５億34百万

円増加いたしました。主な内容は、以下のとおりであります。

　流動資産につきましては、67億44百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億45百万円増加いたしました。これは

主に、現金及び預金の減少２億２百万円、受取手形及び売掛金の増加３億19百万円、原材料及び貯蔵品の増加71百万

円によるものであります。

　固定資産につきましては、135億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億89百万円増加いたしました。これ

は主に、有形固定資産において、建物及び構築物の減少89百万円、土地の増加４億72百万円及びリース資産の減少１

億82百万円、無形固定資産において、ソフトウエア仮勘定の増加59百万円、投資その他の資産において、投資有価証

券の増加８百万円、繰延税金資産の減少１億15百万円によるものであります。

 

②　負債

　当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、108億78百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億29百万円減少い

たしました。

　流動負債につきましては、54億20百万円となり、前連結会計年度末に比べ19百万円減少いたしました。これは主

に、支払手形及び買掛金の増加52百万円、短期借入金の増加３億５百万円、未払法人税等の減少１億60百万円、賞与

引当金の減少２億46百万円及び災害損失引当金の減少24百万円によるものであります。

　固定負債につきましては、54億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億10百万円減少いたしました。これは

主に、リース債務の減少２億８百万円、退職給付に係る負債の減少16百万円によるものであります。

 

③　純資産

　純資産につきましては、93億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億64百万円増加いたしました。これは主

に、利益剰余金の増加６億18百万円、その他有価証券評価差額金の増加19百万円及び為替換算調整勘定の増加65百万

円によるものであります。

　この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の43.0％から45.6％となりました。

 

(４）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第３四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はあ

りません。

 

(５）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は31百万円であります。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 24,000,000

計 24,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2021年12月31日）

提出日現在発行数
（株）

（2022年２月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 6,006,373 6,006,373
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数は100株であ

ります。

計 6,006,373 6,006,373 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　　　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　　　　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

2021年10月１日～

2021年12月31日
－ 6,006,373 － 2,523,866 － 2,441,128

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（2021年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

    （2021年12月31日現在）

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 368,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 5,631,000 56,310 －

単元未満株式 普通株式 7,373 － －

発行済株式総数  6,006,373 － －

総株主の議決権  － 56,310 －

（注）１　「完全議決権株式（その他）」及び「単元未満株式」欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ    

1,400株（議決権14個）及び50株含まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式89株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    （2021年12月31日現在）

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

㈱サンリツ

東京都港区港南二丁目

12番32号
368,000 － 368,000 6.13

計 － 368,000 － 368,000 6.13

（注）当第３四半期会計期間末の自己株式数は、368,089株であります。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2021年10月１日から2021

年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【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
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,861,819 2,659,179

受取手形及び売掛金 3,171,777 3,491,506

原材料及び貯蔵品 175,221 246,454

その他 193,842 351,986

貸倒引当金 △4,100 △4,900

流動資産合計 6,398,560 6,744,227

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,408,721 7,318,874

機械装置及び運搬具（純額） 412,618 408,733

土地 2,355,879 2,828,628

リース資産（純額） 1,234,053 1,051,730

建設仮勘定 9,100 －

その他（純額） 37,957 43,785

有形固定資産合計 11,458,329 11,651,751

無形固定資産   

ソフトウエア 22,967 41,435

ソフトウエア仮勘定 4,800 64,300

その他 551 449

無形固定資産合計 28,319 106,184

投資その他の資産   

投資有価証券 494,596 503,327

繰延税金資産 730,940 615,856

その他 635,351 659,205

貸倒引当金 △6,800 △6,495

投資その他の資産合計 1,854,087 1,771,895

固定資産合計 13,340,736 13,529,831

資産合計 19,739,297 20,274,058
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 640,505 693,001

短期借入金 2,910,230 3,215,419

リース債務 230,306 249,724

未払法人税等 235,375 75,374

賞与引当金 413,010 166,756

災害損失引当金 24,400 －

その他 985,542 1,019,907

流動負債合計 5,439,370 5,420,182

固定負債   

長期借入金 3,186,374 3,198,033

リース債務 952,373 744,128

退職給付に係る負債 839,587 823,241

資産除去債務 458,388 469,454

デリバティブ債務 29,796 26,637

その他 202,678 197,011

固定負債合計 5,669,198 5,458,506

負債合計 11,108,568 10,878,688

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,523,866 2,523,866

資本剰余金 2,441,128 2,451,719

利益剰余金 3,665,596 4,283,798

自己株式 △204,542 △181,244

株主資本合計 8,426,047 9,078,140

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 181,737 201,574

繰延ヘッジ損益 △20,673 △10,941

為替換算調整勘定 △63,223 2,176

退職給付に係る調整累計額 △26,251 △19,415

その他の包括利益累計額合計 71,589 173,394

新株予約権 55,829 52,171

非支配株主持分 77,261 91,663

純資産合計 8,630,728 9,395,370

負債純資産合計 19,739,297 20,274,058
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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　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

売上高 10,967,116 13,643,787

売上原価 8,599,265 10,649,446

売上総利益 2,367,851 2,994,341

販売費及び一般管理費   

販売費 857,619 897,195

一般管理費 1,051,013 1,095,020

販売費及び一般管理費合計 1,908,632 1,992,215

営業利益 459,218 1,002,125

営業外収益   

受取利息 596 287

受取配当金 9,675 11,437

受取保険金 6,195 5,000

為替差益 － 48,768

助成金収入 10,394 38,849

その他 8,960 8,157

営業外収益合計 35,823 112,500

営業外費用   

支払利息 71,727 59,846

支払手数料 1,520 2,260

デリバティブ評価損 － 10,867

為替差損 23,719 －

その他 17 2,681

営業外費用合計 96,985 75,654

経常利益 398,056 1,038,971

特別利益   

固定資産売却益 1,199 －

投資有価証券売却益 － 13,472

災害保険金収入 178,515 －

災害損失引当金戻入額 4,739 －

特別利益合計 184,454 13,472

特別損失   

投資有価証券評価損 16,829 －

災害による損失 6,576 －

特別退職金 40,129 －

特別損失合計 63,534 －

税金等調整前四半期純利益 518,976 1,052,443

法人税、住民税及び事業税 158,782 204,525

法人税等調整額 58,753 104,473

法人税等合計 217,535 308,999

四半期純利益 301,441 743,444

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
△22,447 13,424

親会社株主に帰属する四半期純利益 323,888 730,020
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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　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

四半期純利益 301,441 743,444

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 52,748 20,814

繰延ヘッジ損益 10,758 9,731

為替換算調整勘定 △24,066 65,400

退職給付に係る調整額 6,900 6,836

その他の包括利益合計 46,340 102,782

四半期包括利益 347,781 846,227

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 369,447 831,825

非支配株主に係る四半期包括利益 △21,666 14,401
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【注記事項】

（会計方針の変更）

１　収益認識に関する会計基準等の適用

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによ

り、当第３四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

　なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経過

的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載して

おりません。

 

２　時価の算定に関する会計基準等の適用

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等

が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当第３四半期連結累計期間等

の四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期

連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
　前第３四半期連結累計期間

（自　2020年４月１日
　　至　2020年12月31日）

　当第３四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日

　　至　2021年12月31日）

 減価償却費  550,450千円   548,002千円  
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

2020年８月27日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 145,132千円 26円00銭 2020年５月31日 2020年８月28日

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

　該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

2021年６月24日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 111,817千円 20円00銭 2021年３月31日 2021年６月25日

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

　該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：千円）

 報告セグメント
合計

 梱包事業 運輸事業 倉庫事業 賃貸ビル事業 計

売上高       

(1）外部顧客に対する

売上高
7,458,726 1,538,675 1,762,464 207,250 10,967,116 10,967,116

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替高
－ 2,736 － － 2,736 2,736

 計 7,458,726 1,541,411 1,762,464 207,250 10,969,852 10,969,852

セグメント利益 703,859 73,187 389,088 84,680 1,250,816 1,250,816

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

 （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 1,250,816

セグメント間取引消去 225

全社費用（注） △791,823

四半期連結損益計算書の営業利益 459,218

（注）全社費用は、主に当社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：千円）

 報告セグメント
合計

 梱包事業 運輸事業 倉庫事業 賃貸ビル事業 計

売上高       

(1）外部顧客に対する

売上高
9,873,130 1,820,475 1,777,839 172,342 13,643,787 13,643,787

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替高
－ 3,311 － － 3,311 3,311

 計 9,873,130 1,823,786 1,777,839 172,342 13,647,098 13,647,098

セグメント利益 1,217,245 151,320 402,388 43,423 1,814,377 1,814,377

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

 （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 1,814,377

セグメント間取引消去 －

全社費用（注） △812,251

四半期連結損益計算書の営業利益 1,002,125

（注）全社費用は、主に当社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

 

（金融商品関係）

該当事項はありません。

 

（有価証券関係）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

    （単位：千円）

 報告セグメント
合計

 梱包事業 運輸事業 倉庫事業 賃貸ビル事業

医療機器 703,466 377,824 411,079 － 1,492,370

工作機械 3,076,372 344,506 57,250 － 3,478,129

大型精密機器 1,788,790 173,800 451,213 － 2,413,804

小型精密機器 3,879,587 883,709 762,861 － 5,526,158

その他 424,912 40,634 95,435 172,342 733,324

顧客との契約から生じる収益 9,873,130 1,820,475 － － 11,693,605

その他の収益 － － 1,777,839 172,342 1,950,181

外部顧客への売上高 9,873,130 1,820,475 1,777,839 172,342 13,643,787

(注）「その他の収益」は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づくリース収益であります。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以

下のとおりであります。

項目
前第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日

　　至　2020年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日

　　至　2021年12月31日）

(1）１株当たり四半期純利益 57円98銭 130円06銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益 323,888千円 730,020千円

普通株主に帰属しない金額 －千円 －千円

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益
323,888千円 730,020千円

普通株式の期中平均株式数 5,586,476株 5,612,961株

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 56円61銭 126円57銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 －千円 －千円

普通株式増加数 135,263株 154,592株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

－ －

 

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2022年２月10日

株式会社サンリツ

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 古　山　和　則

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 　井　上　喬

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社サンリ

ツの2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2021年10月１日から2021年12月

31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社サンリツ及び連結子会社の2021年12月31日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点

において認められなかった。

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手

続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される

年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
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・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら

れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう

か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四

半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適

切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の

結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と

して存続できなくなる可能性がある。

・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基

準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸

表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせ

る事項が認められないかどうかを評価する。

・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人

は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人

の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

 

（注）１　上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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