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業績概要(連結損益計算書)1
2019年3月期 2020年3月期 前期比

　売上高 45,188 46,518 ＋ 1,329

　売上総利益 6,994 9,162 ＋ 2,168

　営業利益 1,406 2,591 ＋ 1,185

　営業利益率 3.1% 5.6% ＋ 2.5pt

　経常利益 1,771 2,970 ＋ 1,199

　親会社株主に
　帰属する
　当期純利益

1,025 1,717 ＋ 692

（単位：百万円）
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				2019年3月期		2020年3月期		前期比 ゼンキヒ		(2019年2月時点)
2019年3月期予想		差額 サガク

		　売上高 ウリアゲ ダカ		45,188		46,518		＋ 1,329		45,100		＋ 1,418

		　売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		6,994		9,162		＋ 2,168		ー		ー

		　営業利益 エイギョウ リエキ		1,406		2,591		＋ 1,185		930		＋ 1,661

		　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		3.1%		5.6%		＋ 2.5pt		2.1%		＋ 3.5pt

		　経常利益 ケイジョウ リエキ		1,771		2,970		＋ 1,199		1,270		＋ 1,700

		　親会社株主に
　帰属する
　当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ		1,025		1,717		＋ 692		580		＋ 1,137

		受注高 ジュチュウ ダカ		0		0		0





				2019年3月期		2020年3月期		前期比 ゼンキヒ		(2019年2月時点)
2019年3月期予想 ネン ガツ ジテン ネン ツキ キ ヨソウ		差額 サガク

		売上高 ウリアゲ ダカ		45188.75907		46,518.01		1,329		45100		1,418

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		6994.194106		9162.524792		2168.330686				9162.524792

		営業利益 エイギョウ リエキ		1406.143565		2591.896605		1185.75304		930		1661.896605

		　営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		3.112%		5.572%		2.500pt		2.062%		3.500pt

		経常利益 ケイジョウ リエキ		1771.165361		2970.223031		1199.05767		1270		1700.223031

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ		1025.650698		1717.921571		692.270873		580		1137.921571

		受注高 ジュチュウ ダカ						0



















連結セグメント情報2
売上高 セグメント利益

2019年3月期 2020年3月期 2019年3月期 2020年3月期

物流ソリューション事業 29,274 28,887 1,907 2,812

機械・プラント事業 8,421 9,950 △ 1,221 △ 305

報告セグメント計 37,696 38,837 686 2,506

その他 8,237 7,813 1,108 880

調整額 △ 745 △ 133 △ 389 △ 795

合計 45,188 46,518 1,406 2,591

（単位：百万円）
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				売上高 ウリアゲ ダカ				セグメント利益 リエキ



				2019年3月期		2020年3月期		2019年3月期		2020年3月期

		物流ソリューション事業		29,274		28,887		1,907		2,812

		機械・プラント事業		8,421		9,950		△ 1,221		△ 305

		建築事業 ケンチク ジギョウ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		報告セグメント計 ホウコク ケイ		37,696		38,837		686		2,506

		その他 タ		8,237		7,813		1,108		880

		調整額 チョウセイ ガク		△ 745		△ 133		△ 389		△ 795

		合計 ゴウケイ		45,188		46,518		1,406		2,591



				売上高 ウリアゲ ダカ				セグメント利益 リエキ

				2019年3月期		2020年3月期		2019年3月期		2020年3月期

		物流ソリューション事業 ブツリュウ ジギョウ		29274.875687		28887.485868		1907.988136		2812.554914

		機械・プラント事業 キカイ ジギョウ		8421.835561		9950.069052		-1221.117936		-305.570123

		計 ケイ		37696.711248		38837.55492		686.8702		2506.984791

		その他 タ		8237.716794		7813.696454		1108.452393		880.453377

		調整額 チョウセイ ガク		-745.668972		-133.240245		-389.179028		-795.541563

		合計 ゴウケイ		45188.75907		46518.011129		1406.143565		2591.896605

						-387.389819				904.566778

						1528.233491				915.547813

						1140.843672				1820.114591

						-424.02034				-227.999016

						612.428727				-406.362535

						1329.252059				1185.75304







連結貸借対照表3
（単位：百万円）

2019年3月期 2020年3月期 増減

　流動資産 38,906 35,461 ※1 △ 3,444

　固定資産 25,850 25,523 △ 326

資産合計 64,756 60,985 △ 3,771

　流動負債 21,922 18,848 ※2 △ 3,073

　固定負債 7,599 7,534 △ 65

負債合計 29,522 26,382 △ 3,139

純資産合計 35,234 34,602 ※3 △ 631

負債・純資産合計 64,756 60,985 △ 3,771

主な内訳

※1 現金及び預金 ＋ 3,841
受取手形及び売掛金 △ 7,853

※３ 親会社株主に帰属する
当期純利益
剰余金の配当 △ 903
自己株式の取得 △ 1,416

＋ 1,717

※2 未払費用 △ 2,771
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				2019年3月期		2020年3月期				増減

		　流動資産		38,906		35,461		※1		△ 3,444

		　固定資産		25,850		25,523				△ 326



		資産合計 ゴウケイ		64,756		60,985				△ 3,771



				2016年3月期		2016年6月期				増減

		流動資産

		固定資産



		資産合計 ゴウケイ
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		　流動負債		21,922		18,848		※2		△ 3,073

		　固定負債		7,599		7,534				△ 65

		負債合計		29,522		26,382				△ 3,139

		純資産合計		35,234		34,602		※3		△ 631

		負債・純資産合計 ゴウケイ		64,756		60,985				△ 3,771



				2015"年"3"月"		2015"年"6"月"				増減

		流動負債

		固定負債

		負債合計

		純資産合計

		負債・純資産合計 ゴウケイ
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		※1		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		＋ 3,841

				受取手形及び売掛金 ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン		△ 7,853
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		※３		親会社株主に帰属する オヤガイシャ カブヌシ キゾク		＋ 1,717

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				剰余金の配当 ジョウヨキン ハイトウ		△ 903

				自己株式の取得 ジコ カブシキ シュトク		△ 1,416
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		※2		未払費用 ミバラ ヒヨウ		△ 2,771









連結キャッシュ・フローの状況4
2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 増減

営業キャッシュ・フロー △ 2,131 3,726 △ 6,698 6,955 ＋ 13,654

投資キャッシュ・フロー △ 1,714 △ 85 △ 1,315 △ 812 ＋ 502

財務キャッシュ・フロー △ 2,820 2,032 3,249 △ 2,351 △ 5,601

為替換算差額 △ 130 △ 64 △ 45 1 ＋ 47

ＮＥＴキャッシュ増減 △ 6,796 5,609 △ 4,810 3,793 ＋ 8,603

現金・現金同等物期末残 6,810 12,420 7,609 11,402 ＋ 3,793

（単位：百万円）
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				2017年3月期		2018年3月期		2019年3月期		2020年3月期		増減 ゾウゲン

		営業キャッシュ・フロー エイギョウ		△ 2,131		3,726		△ 6,698		6,955		＋ 13,654

		投資キャッシュ・フロー トウシ		△ 1,714		△ 85		△ 1,315		△ 812		＋ 502

		財務キャッシュ・フロー ザイム		△ 2,820		2,032		3,249		△ 2,351		△ 5,601

		為替換算差額 カワセ カンサン サガク		△ 130		△ 64		△ 45		1		＋ 47

		ＮＥＴキャッシュ増減 ゾウゲン		△ 6,796		5,609		△ 4,810		3,793		＋ 8,603

		現金・現金同等物期末残 ゲンキン ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザン		6,810		12,420		7,609		11,402		＋ 3,793





				2017年3月期		2018年3月期		2019年3月期		2020年3月期		増減 ゾウゲン

		営業キャッシュ・フロー エイギョウ		-2131.03		3726.586418		-6698.913771		6955.903		13,655

		投資キャッシュ・フロー トウシ		-1714.985		-85.100554		-1315.459212		-812.599		503

		財務キャッシュ・フロー ザイム		-2820.278		2032.614605		3249.440749		-2351.905		△ 5,601

		為替換算差額 カワセ カンサン サガク		-130.018		-64.147442		-45.585564		1.951149		48

		ＮＥＴキャッシュ増減 ゾウゲン		-6796.312		5609.953027		-4810.517798		3793.349224		8,604

		現金・現金同等物期末残 ゲンキン ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザン		6810.197		12420.150363		7609.632565		11402.981789		3,793







連結受注高、受注残高5
2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 増減

受 物流ソリューション事業 28,486 29,717 30,486 36,283 ＋ 5,797

注 機械・プラント事業 8,182 8,331 11,438 9,903 △ 1,534

高 その他 726 1,317 1,362 1,053 △ 308

合計 37,395 39,366 43,286 47,241 ＋ 3,954

受 物流ソリューション事業 16,704 20,482 21,693 29,090 ＋ 7,396

注 機械・プラント事業 7,705 6,007 9,023 8,977 △ 46

残 その他 75 606 452 349 △ 102

高 合計 24,485 27,095 31,170 38,417 ＋ 7,246

（単位：百万円）


Sheet1

						2017年3月期		2018年3月期		2019年3月期		2020年3月期		増減

		受 ウケ		物流ソリューション事業		28,486		29,717		30,486		36,283		＋ 5,797

		注 チュウ		機械・プラント事業		8,182		8,331		11,438		9,903		△ 1,534

		高 ダカ		その他 タ		726		1,317		1,362		1,053		△ 308

				合計 ゴウケイ		37,395		39,366		43,286		47,241		＋ 3,954

		受 ウケ		物流ソリューション事業		16,704		20,482		21,693		29,090		＋ 7,396

		注 チュウ		機械・プラント事業		7,705		6,007		9,023		8,977		△ 46

		残 ザン		その他 タ		75		606		452		349		△ 102

		高 ダカ		合計 ゴウケイ		24,485		27,095		31,170		38,417		＋ 7,246





						2017年3月期		2018年3月期		2019年3月期		2020年3月期		増減

				物流ソリューション事業 ブツリュウ ジギョウ		28,486		29,717		30,486		36,284		5,798

				機械・プラント事業 キカイ ジギョウ		8,182		8,332		11,438		9,904		-1,534

				その他 タ		727		1,318		1,362		1,054		-309

				受注高合計 ジュチュウ ダカ ゴウケイ		37,395		39,367		43,287		47,241		3,955

				物流ソリューション事業 ブツリュウ ジギョウ		16,705		20,483		21,694		29,090		7,396

				機械・プラント事業 キカイ ジギョウ		7,706		6,007		9,024		8,977		-46

				その他 タ		75		606		453		350		-103

				受注残高合計 ジュチュウ ザンダカ ゴウケイ		24,486		27,096		31,170		38,417		7,247

						8182.079836		8331.565681

						7705.653926		6007.085752







連結経営指標等6
2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期

売上高営業利益率 7.3% 5.4% 3.1% 5.6%

総資産経常利益率《ＲＯＡ》 6.6% 4.8% 2.9% 4.7%

自己資本当期純利益率《ＲＯＥ》 10.7% 6.5% 2.9% 4.9%

1株当たり当期純利益《ＥＰＳ》 37.38円 251.26円 112.80円 195.87円

1株当たり純資産《ＢＰＳ》 370.20円 3,941.68円 3,897.68円 4,095.51円

自己資本比率 66.7% 65.1% 54.4% 56.7%

配当性向 32.1% 39.8% 88.7% 51.1%

純資産配当率 3.4% 2.6% 2.6% 2.5%

1株当たり配当金 12.00円 100.00円 100.00円 100.00円
記念配当
2円を含む ※

※ 2017年10月１日を効力発生日として普通株式10株につき１株の割合をもって株式併合を行いましたので、
2018年3月期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産を算定しております。
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				2017年3月期		2018年3月期		2019年3月期		2020年3月期

		売上高営業利益率		7.3%		5.4%		3.1%		5.6%

		総資産経常利益率《ＲＯＡ》		6.6%		4.8%		2.9%		4.7%

		自己資本当期純利益率《ＲＯＥ》		10.7%		6.5%		2.9%		4.9%

		1株当たり当期純利益《ＥＰＳ》		37.38円		251.26円		112.80円		195.87円

		1株当たり純資産《ＢＰＳ》		370.20円		3,941.68円		3,897.68円		4,095.51円

		自己資本比率		66.7%		65.1%		54.4%		56.7%

		配当性向		32.1%		39.8%		88.7%		51.1%

		純資産配当率		3.4%		2.6%		2.6%		2.5%

		1株当たり配当金		12.00円		100.00円		100.00円		100.00円

				記念配当
2円を含む キネン ハイトウ エン フク		※





				2017年3月期		2018年3月期		2019年3月期		2020年3月期

		売上高総利益率

		売上高販管費率

		売上高営業利益率		7.3%		5.4%		3.1%		5.6%

		売上高経常利益率

		売上高当期純利益率

		総資産経常利益率《ＲＯＡ》		6.6%		4.8%		2.9%		4.7%

		自己資本当期純利益率《ＲＯＥ》		10.7%		6.5%		2.9%		4.9%

		1株当たり当期純利益《ＥＰＳ》		37.38円		251.26円		112.80円		195.87円

		1株当たり純資産《ＢＰＳ》		370.20円		3,941.68円		3,897.68円		4,095.51円

		自己資本比率		66.7%		65.1%		54.4%		56.7%

		流動比率

		固定比率

		負債純資産倍率《ＤＥＲ》

		配当性向		32.1%		39.8%		88.7%		51.1%

		純資産配当率		3.4%		2.6%		2.6%		2.5%

		1株当たり配当金		12.00円		100.00円		100.00円		100.00円
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		※		2017年10月１日を効力発生日として普通株式10株につき１株の割合をもって株式併合を行いましたので、

				2018年3月期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産を算定しております。 ネン ガツキ







セグメント別受注目標7
（単位：百万円）

2020年3月期実績 2021年3月期目標

物流ソリューション事業 36,283 30,700

機械・プラント事業 9,903 10,000

受
注
目
標


Sheet1

						2020年3月期実績		2021年3月期目標

		受注目標 ジュチュウ モクヒョウ		物流ソリューション事業 ブツリュウ ジギョウ		36,283		30,700

				機械・プラント事業 キカイ ジギョウ		9,903		10,000





						2020年3月期実績 ネン ガツキ ジッセキ		2021年3月期目標 モクヒョウ

				物流ソリューション事業 ブツリュウ ジギョウ		36,284		30,700

				機械・プラント事業 キカイ ジギョウ		9,904		10,000

				その他

				受注残高合計 ジュチュウ ザンダカ ゴウケイ		46,188











2021年3月期連結業績・配当予想8
2020年3月期

実績
2021年3月期

(通期予想) 増減

　売上高 46,518 48,100 ＋ 1,581

　営業利益 2,591 2,160 △ 431

　経常利益 2,970 2,520 △ 450

　親会社株主に帰属する
　当期純利益 1,717 1,630 △ 87

　　１株当たり当期純利益（円） 195.87 185.84 △ 10.03

　年間配当金（円） 100.00 100.00 －　 

　　 配当性向（%) 51.1% 53.8% ＋ 2.7pt

（単位：百万円）
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				2020年3月期
実績 ネン ツキ キ ジッセキ		2021年3月期
(通期予想) ネン ツキ キ ツウキ ヨソウ		増減

		　売上高 ウリアゲ ダカ		46,518		48,100		＋ 1,581

		　営業利益 エイギョウ リエキ		2,591		2,160		△ 431

		　経常利益 ケイジョウ リエキ		2,970		2,520		△ 450

		　親会社株主に帰属する
　当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ トウキ ジュンリエキ		1,717		1,630		△ 87

		　　１株当たり当期純利益（円） カブ ア トウキ ジュンリエキ エン		195.87		185.84		△ 10.03



		　年間配当金（円） ネンカン ハイトウキン エン		100.00		100.00		－　

		　　 配当性向（%) ハイトウ セイコウ		51.1%		53.8%		＋ 2.7pt



				2020/３
実績 ジッセキ		2021/3
(通期予想) ツウキ ヨソウ		増減

		受注高 ジュチュウ ダカ

		受注残高 ジュチュウ ザンダカ

		売上高 ウリアゲ ダカ		46518.011129		48100		1581.988871

		営業利益 エイギョウ リエキ		2591.896605		2160		-431.896605

		経常利益 ケイジョウ リエキ		2970.223031		2520		-450.223031

		親会社に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ キゾク トウキ ジュンリエキ		1717.921571		1630		-87.921571

		1株あたり当期純利益 カブ トウキ ジュンリエキ		195.87		185.8439155101		-10.0260844899

		年間配当金 ネンカン ハイトウキン		100.00		100.00		0.00

		配当性向 ハイトウ セイコウ		51.10%		53.81%		2.71
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9 セグメント別業績予想
（単位：百万円）

2021年3月期
(通期予想)

業 物流ソリューション事業 売上高 29,000

績 営業利益 2,580

予 機械・プラント事業 売上高 11,400

想 営業利益 △ 470


Sheet1

								前回発表予想		2021年3月期
(通期予想)		増減

		業 ギョウ		物流ソリューション事業 ブツリュウ ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		0		29,000		29,000

		績 セキ				営業利益 エイギョウ リエキ		0		2,580		2,580

		予 ヨ		機械・プラント事業 キカイ ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		0		11,400		2,580

		想 ソウ				営業利益 エイギョウ リエキ		0		△ 470		11,400







								前回発表予想 ゼンカイ ハッピョウ ヨソウ		今回発表予想 コンカイ ハッピョウ ヨソウ		増減

				物流ソリューション事業 ブツリュウ ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ				29,000		29,000

						営業利益 エイギョウ リエキ				2,580		2,580

				機械・プラント事業 キカイ ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ				11,400		11,400

						営業利益 エイギョウ リエキ				△ 470		△ 470
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