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1. 2020年3月期第2四半期の連結業績（2019年4月1日～2019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）

営業収入 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 ％

2020年3月期第2四半期 7,360 5.2 905 16.4 893 15.8 580 14.4

2019年3月期第2四半期 6,995 6.9 777 0.7 771 △0.2 507 △2.1

（注）包括利益 2020年3月期第2四半期　　581百万円 （5.9％） 2019年3月期第2四半期　　549百万円 （2.0％）

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

2020年3月期第2四半期 116.59 ―

2019年3月期第2四半期 101.87 ―

(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 ％

2020年3月期第2四半期 28,422 17,953 63.2

2019年3月期 28,226 17,546 62.2

（参考）自己資本 2020年3月期第2四半期 17,953百万円 2019年3月期 17,546百万円

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

2019年3月期 ― ― ― 35.00 35.00

2020年3月期 ― ―

2020年3月期（予想） ― 35.00 35.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2020年 3月期の連結業績予想（2019年 4月 1日～2020年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

営業収入 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 13,577 △0.8 1,270 △14.5 1,237 △15.5 805 △13.9 161.78

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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） 2020年3月期2Q 5,000,000 株 2019年3月期 5,000,000 株

② 期末自己株式数 2020年3月期2Q 20,600 株 2019年3月期 20,600 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期2Q 4,979,400 株 2019年3月期2Q 4,979,400 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「当四半期決算に関する定性的情報」をご覧ください。
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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の経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善を背景に、設備投資や個人消費の

回復基調が続きました。しかしながら、中国をはじめとする新興国経済の減速懸念、米中による貿易摩擦懸念、英国のＥＵ

  離脱問題等、海外の地政学的リスク要因により、依然として先行き不透明な状況が続いております。

物流業界におきましても、ドライバーや技能スタッフなどの人材不足が慢性化してきており、経営環境は一層厳しさを増

  しました。また、原油価格の上昇懸念、人件費の上昇により、依然として厳しい環境下にあります。

このような経営環境の下で当社グループは、お客様の立場に立ったより良い物流サービスを提案、提供し、既存顧客との

取引拡大と新規顧客の開拓を積極的に推進するとともに、コスト削減のため輸送の効率化と経費節減にも積極的に取組

　んでまいりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の営業収入は、7,360百万円(前年同四半期比5.2％増)となり、営業利益は905百万

円(前年同四半期比16.4％増）、経常利益は893百万円(前年同四半期比15.8％増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は

　580百万円(前年同四半期比14.4％増）となりました。　　  

（２）財政状態に関する説明

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて4.7％増加し、5,992百万円となりました。これは、流動資産その他の未成工事支

出金が増加したことなどが要因であります。固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.3％減少し、22,430百万円となりま

　した。これは、資産減価償却による減少などが要因であります。
　
　　この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて196百万円増加し、28,422百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて1.9％増加し、5,391百万円となりました。これは、短期借入金が199百万円増加

したことなどが要因であります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて5.8％減少し、5,077百万円となりました。これ

　は、長期借入金が334百万円減少したことなどが要因であります。

　　この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて211百万円減少し、10,468百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2.3％増加し、17,953百万円となりました。これは、主に利益剰余金が増加し

　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

業績は、ほぼ予想どおり推移しており、その他に財政状況及び経営成績に重要な影響を与えた事象もないため、2019年

　５月15日発表の連結業績予想について変更はありません。

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

　　該当事項はありません。

南総通運株式会社（9034） 2020年３月期　第２四半期決算短信

－ 2 －



(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,875,223 3,960,582

受取手形及び営業未収金 1,773,509 1,755,061

その他 76,215 277,145

貸倒引当金 △475 △499

流動資産合計 5,724,472 5,992,289

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,423,890 6,212,360

土地 14,497,445 14,497,445

その他（純額） 518,616 549,212

有形固定資産合計 21,439,952 21,259,018

無形固定資産 144,356 182,013

投資その他の資産

投資有価証券 396,202 400,655

繰延税金資産 354,315 365,994

その他 191,400 247,164

貸倒引当金 △24,661 △24,711

投資その他の資産合計 917,257 989,103

固定資産合計 22,501,566 22,430,135

資産合計 28,226,039 28,422,425

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 672,629 694,958

短期借入金 1,963,024 2,162,660

1年内返済予定の長期借入金 777,204 713,804

未払法人税等 321,109 336,656

賞与引当金 255,855 256,507

その他 1,301,114 1,226,766

流動負債合計 5,290,936 5,391,352

固定負債

長期借入金 4,184,641 3,850,375

役員退職慰労引当金 305,874 302,162

退職給付に係る負債 310,152 323,554

その他 587,869 601,016

固定負債合計 5,388,538 5,077,108

負債合計 10,679,474 10,468,460

３．四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
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 538,500 538,500

資本剰余金 497,585 497,585

利益剰余金 16,363,636 16,769,900

自己株式 △15,010 △15,010

株主資本合計 17,384,712 17,790,976

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 161,736 162,871

その他の包括利益累計額合計 161,736 162,871

非支配株主持分 116 117

純資産合計 17,546,565 17,953,964

負債純資産合計 28,226,039 28,422,425
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

営業収入 6,995,170 7,360,748

営業支出 5,847,964 6,073,120

営業総利益 1,147,205 1,287,627

一般管理費 369,554 382,332

営業利益 777,651 905,295

営業外収益

受取利息 105 69

保険配当金 5,731 4,180

助成金収入 2,231 1,276

車輌売却益 5,204 2,258

その他 3,986 3,815

営業外収益合計 17,260 11,601

営業外費用

支払利息 23,012 22,850

その他 320 292

営業外費用合計 23,332 23,142

経常利益 771,579 893,753

特別損失

災害による損失 - 14,962

特別損失合計 - 14,962

税金等調整前四半期純利益 771,579 878,791

法人税、住民税及び事業税 270,333 301,110

法人税等調整額 △6,018 △2,862

法人税等合計 264,314 298,247

四半期純利益 507,264 580,543

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(△)

3 0

親会社株主に帰属する四半期純利益 507,260 580,542

（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
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

四半期純利益 507,264 580,543

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 41,962 1,134

その他の包括利益合計 41,962 1,134

四半期包括利益 549,227 581,678

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 549,223 581,677

非支配株主に係る四半期包括利益 3 0

四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間
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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のあった場合の注記）

当第２四半期連結累計期間（自 2019年４月１日　至 2019年９月30日）

　該当事項はありません。
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