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1. 2021年3月期第1四半期の連結業績（2020年4月1日～2020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）

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 ％

2021年3月期第1四半期 3,358 △8.4 353 △24.9 351 △24.5 195 △35.4

2020年3月期第1四半期 3,666 6.5 470 25.2 465 25.3 301 26.7

（注）包括利益 2021年3月期第1四半期　　234百万円 （△17.1％） 2020年3月期第1四半期　　282百万円 （7.8％）

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

2021年3月期第1四半期 39.18 ―

2020年3月期第1四半期 60.61 ―

(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 ％

2021年3月期第1四半期 30,107 18,281 60.7

2020年3月期 29,174 18,270 62.6

（参考）自己資本 2021年3月期第1四半期 18,281百万円 2020年3月期 18,270百万円

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

2020年3月期 ― ― ― 45.00 45.00

2021年3月期 ―

2021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. 2021年 3月期の連結業績予想（2020年 4月 1日～2021年 3月31日）

（％表示は、通期は対前期、四半期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

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

第2四半期(累計) 6,890 △6.4 707 △21.8 686 △23.2 453 △21.9 91.08

通期 13,625 △5.6 1,245 △12.9 1,198 △15.6 791 △12.4 158.95

（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） 2021年3月期1Q 5,000,000 株 2020年3月期 5,000,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期1Q 20,600 株 2020年3月期 20,600 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期1Q 4,979,400 株 2020年3月期1Q 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１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な蔓延により、景気が急速に悪

  化しております。さらに、米中による貿易摩擦懸念等の海外の地政学的リスク要因も加わり、先行きは極めて不透明な状況

　となっております。また、新型コロナウイルス感染症の収束時期が想定しにくい状況にあり、長期化することで経済への悪

　影響が懸念されております。

物流業界におきましては、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、働き方改革に伴う人件費の上昇に加えて、新型コロナウイルス感染症の影響による景気の悪化により、

  依然として厳しい経営環境が続くものと予想されます。

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１四半期連結累計期間の営業収入は、3,358百万円(前年同四半期比8.4％減)となり、営業利益は353百万円

　(前年同四半期比24.9％減)、経常利益は351百万円(前年同四半期比24.5％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は195百

　万円(前年同四半期比35.4％減)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4.4％減少し、5,765百万円となりました。これは、現金及び預金が188百万円減

少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5.2％増加し、24,342百万円となりました。こ

　れは、倉庫建物が837百万円、土地が623百万円それぞれ増加したことと、資産減価償却による減少などが主な要因でありま

　す。

　　この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて933百万円増加し、30,107百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて4.8％減少し、5,635百万円となりました。これは、支払手形及び営業未収金が

226百万円減少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24.3％増加し、6,190百万円となり

　ました。これは、長期借入金が1,194百万円増加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922百万円増加し、11,826百万円となりました。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.1％増加し、18,281百万円となりました。これは、主にその他の包括利益累

　計額の増加と剰余金の減少であります。

（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、2020年

　５月25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。
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,158,122 3,970,024

受取手形及び営業未収金 1,764,165 1,703,156

その他 106,115 92,390

貸倒引当金 △475 △461

流動資産合計 6,027,927 5,765,110

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,992,548 6,671,394

土地 14,460,562 15,083,596

建設仮勘定 860,046 717,775

その他（純額） 666,738 614,134

有形固定資産合計 21,979,895 23,086,900

無形固定資産 181,681 170,323

投資その他の資産

投資有価証券 393,701 453,307

繰延税金資産 364,011 408,552

その他 251,454 247,801

貸倒引当金 △24,561 △24,631

投資その他の資産合計 984,605 1,085,030

固定資産合計 23,146,182 24,342,254

資産合計 29,174,110 30,107,364

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 655,019 428,943

短期借入金 2,534,880 2,438,740

1年内返済予定の長期借入金 640,987 690,672

未払法人税等 272,494 228,914

賞与引当金 275,445 106,746

その他 1,543,453 1,741,254

流動負債合計 5,922,279 5,635,270

固定負債

長期借入金 3,774,760 4,969,218

役員退職慰労引当金 316,362 323,435

退職給付に係る負債 321,681 328,216

その他 568,367 569,992

固定負債合計 4,981,171 6,190,861

負債合計 10,903,450 11,826,132

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
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６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 17,092,556 17,063,570

自己株式 △15,010 △15,010

株主資本合計 18,113,631 18,084,645

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 156,916 196,485

その他の包括利益累計額合計 156,916 196,485

非支配株主持分 110 101

純資産合計 18,270,659 18,281,232

負債純資産合計 29,174,110 30,107,364
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

営業収入 3,666,152 3,358,548

営業支出 2,997,347 2,794,472

営業総利益 668,804 564,076

一般管理費 198,301 210,815

営業利益 470,503 353,260

営業外収益

受取利息 29 32

保険配当金 2,457 3,037

助成金収入 1,276 3,629

その他 2,364 2,614

営業外収益合計 6,129 9,314

営業外費用

支払利息 10,871 10,518

その他 170 364

営業外費用合計 11,041 10,883

経常利益 465,591 351,691

税金等調整前四半期純利益 465,591 351,691

法人税、住民税及び事業税 207,290 212,550

法人税等調整額 △43,487 △55,935

法人税等合計 163,802 156,614

四半期純利益 301,788 195,077

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（△）

0 △9

親会社株主に帰属する四半期純利益 301,788 195,087

（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１四半期連結累計期間
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

四半期純利益 301,788 195,077

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △18,839 39,568

その他の包括利益合計 △18,839 39,568

四半期包括利益 282,948 234,646

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 282,948 234,655

非支配株主に係る四半期包括利益 0 △9

四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

南総通運株式会社（9034） 2021年３月期　第１四半期決算短信

－ 6 －



（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１四半期連結累計期間（自 2020年４月１日　至 2020年６月30日）

　該当事項はありません。
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