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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020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)

売上高 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２四半期 53,709 △8.7 810 △70.6 878 △69.0 496 △73.0

2020年３月期第２四半期 58,858 2.8 2,755 9.1 2,833 9.9 1,842 13.3

(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 725百万円 (△62.6％) 2020年３月期第２四半期 1,940百万円 ( 9.5％)

　

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２四半期 76.61 ―

2020年３月期第２四半期 284.17 ―
　

（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２四半期 103,667 38,413 35.8

2020年３月期 99,167 38,018 37.1

(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 37,140百万円 2020年３月期 36,797百万円

　

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 ― 0.00 ― 50.00 50.00

2021年３月期 ― 0.00

2021年３月期(予想) ― 50.00 50.00

(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、対前期増減率)

売上高 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 111,000 △5.2 2,900 △38.5 2,900 △40.2 1,700 △44.2 262.23

(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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

　 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２Ｑ 6,509,301株 2020年３月期 6,509,301株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 26,610株 2020年３月期 26,430株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 6,482,798株 2020年３月期２Ｑ 6,483,103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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、決算短信（添付資料）２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの

将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

（四半期決算補足説明資料の入手方法について）

　四半期決算補足説明資料は、TDnetで同日開示するとともに、当社ホームページにも掲載する予定です。
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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け急速に縮小いたし

ました。５月の緊急事態宣言解除後、需要回復により一時的に持ち直したものの、８月以降は天候不順や感染再拡大

により引き続き厳しい状況で推移いたしました。

物流業界におきましては、外出自粛に伴う通販関係の個人向け配送は増加したものの、企業間の輸送は、工場の休

業や生産縮小、流通・サービス産業の営業自粛などにより減少し、国内貨物取扱量は低調に推移いたしました。

このような状況の中、当社グループは物流というライフラインを守るため、感染予防対策を講じることで、お客様、

従業員及びそのご家族のほか、当社に関係される全ての皆様の健康と安全を第一に考えながら、通常業務を継続し、

お客様からの輸送需要に応えてまいりましたが、前年同期の貨物取扱量を大幅に下回る結果となりました。営業面で

は、訪問による営業活動ができない中、名鉄運輸グループオフィスを中心にウェブを利用した営業活動など新たな試

みを開始し、今後の新規顧客の開拓の足掛かりにするなど従来の営業とは違った展開を試みました。９月には、名鉄

トラックターミナル関西をオープンし、当社大阪支社及び淀川支店を移転するとともに、連結子会社である名鉄ゴー

ルデン航空や関西名鉄運輸が同居することで、混載、航空、貸切、流通保管の各機能を備えた、さまざまな輸送ニー

ズに応える複合拠点の構築を行いました。業務面では、輸送量に見合った幹線の適正化や余剰戦力の配置見直しを行

うことにより効率化に努めました。また、日本通運株式会社との連携においては、共同配送や共同運行などを継続し

て行っております。

以上の結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間における業績は、貨物取扱量の減少により、売上高は前年

同期比8.7％減の53,709百万円、営業利益は同70.6％減の810百万円、経常利益は同69.0％減の878百万円、親会社株主

に帰属する四半期純利益については、同73.0％減の496百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ4,500百万円増加して103,667百万円と

なりました。流動資産は同2,420百万円増加して21,202百万円、固定資産は同2,080百万円増加して82,465百万円とな

りました。

流動資産増加の主な要因は、現金及び預金が3,178百万円増加したことなどであります。固定資産増加の主な要因

は、有形固定資産が2,034百万円増加したことなどであります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ4,105百万円増加して65,254百万円となりました。流動負債は同2,850百万円

増加して33,617百万円、固定負債は同1,254百万円増加して31,636百万円となりました。

リース債務を含む有利子負債は、前連結会計年度末に比べ6,091百万円増加して34,224百万円となりました。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ394百万円増加して38,413百万円となりました。これは、主として利益剰余

金が172百万円増加したことなどによります。

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の37.11％から35.83％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第２四半期連結累計期間の業績は、概ね予定通りに推移しており、2021年３月期の通期の業績予想につきまし

ては、現時点では2020年８月５日に公表いたしました業績予想からの変更はありません。

業績予想につきましては、発表日現在で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な

要因によって予想数値と異なる場合があります。
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２．四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

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 214 3,393

受取手形及び営業未収入金 16,009 14,925

電子記録債権 1,290 1,315

商品及び製品 5 5

仕掛品 19 23

貯蔵品 199 216

その他 1,052 1,332

貸倒引当金 △9 △8

流動資産合計 18,782 21,202

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 38,316 42,202

減価償却累計額 △26,651 △27,118

建物及び構築物（純額） 11,665 15,084

機械装置及び運搬具 42,487 43,763

減価償却累計額 △24,006 △24,501

機械装置及び運搬具（純額） 18,481 19,261

土地 38,263 37,445

リース資産 928 935

減価償却累計額 △753 △789

リース資産（純額） 174 146

建設仮勘定 1,666 411

その他 3,247 3,355

減価償却累計額 △2,478 △2,651

その他（純額） 768 703

有形固定資産合計 71,018 73,053

無形固定資産

ソフトウエア 754 629

その他 364 358

無形固定資産合計 1,119 987

投資その他の資産

投資有価証券 2,214 2,403

長期貸付金 71 66

繰延税金資産 3,290 3,262

その他 2,734 2,750

貸倒引当金 △65 △58

投資その他の資産合計 8,246 8,423

固定資産合計 80,385 82,465

資産合計 99,167 103,667
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 6,769 6,213

電子記録債務 3,700 3,301

短期借入金 8,448 13,427

1年内返済予定の長期借入金 1,697 1,622

リース債務 82 66

未払法人税等 1,144 586

賞与引当金 568 640

整理損失引当金 205 205

その他 8,149 7,554

流動負債合計 30,766 33,617

固定負債

長期借入金 17,834 19,047

リース債務 69 59

繰延税金負債 257 252

役員退職慰労引当金 220 156

退職給付に係る負債 8,905 9,005

資産除去債務 710 729

再評価に係る繰延税金負債 2,034 2,034

その他 348 350

固定負債合計 30,382 31,636

負債合計 61,148 65,254

純資産の部

株主資本

資本金 2,065 2,065

資本剰余金 6,034 6,034

利益剰余金 25,351 25,523

自己株式 △30 △30

株主資本合計 33,421 33,593

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 641 757

土地再評価差額金 3,230 3,230

退職給付に係る調整累計額 △495 △439

その他の包括利益累計額合計 3,376 3,547

非支配株主持分 1,221 1,272

純資産合計 38,018 38,413

負債純資産合計 99,167 103,667
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 58,858 53,709

売上原価 53,376 50,306

売上総利益 5,481 3,403

販売費及び一般管理費

人件費 1,470 1,532

施設使用料 235 257

その他 1,019 802

販売費及び一般管理費合計 2,725 2,593

営業利益 2,755 810

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 46 43

持分法による投資利益 7 4

受取手数料 22 20

その他 50 65

営業外収益合計 128 134

営業外費用

支払利息 44 51

その他 6 14

営業外費用合計 50 66

経常利益 2,833 878

特別利益

固定資産売却益 102 212

その他 19 3

特別利益合計 122 215

特別損失

固定資産処分損 24 18

その他 2 0

特別損失合計 26 18

税金等調整前四半期純利益 2,928 1,075

法人税、住民税及び事業税 1,124 591

法人税等調整額 △92 △64

法人税等合計 1,031 527

四半期純利益 1,897 548

非支配株主に帰属する四半期純利益 55 51

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,842 496
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 1,897 548

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △10 119

繰延ヘッジ損益 △1 -

退職給付に係る調整額 55 57

その他の包括利益合計 43 176

四半期包括利益 1,940 725

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,885 668

非支配株主に係る四半期包括利益 55 56
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,928 1,075

減価償却費 2,433 2,553

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 △7

賞与引当金の増減額（△は減少） 107 71

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 142 183

受取利息及び受取配当金 △46 △43

支払利息 44 51

持分法による投資損益（△は益） △7 △4

固定資産除却損 12 4

固定資産売却損益（△は益） △96 △205

売上債権の増減額（△は増加） 290 1,065

仕入債務の増減額（△は減少） △921 △955

その他 △1,293 △598

小計 3,587 3,190

利息及び配当金の受取額 48 45

利息の支払額 △44 △50

法人税等の支払額 △891 △1,343

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,699 1,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △5,422 △5,795

有形固定資産の売却による収入 128 1,534

無形固定資産の取得による支出 △41 △70

投資有価証券の取得による支出 △7 △7

その他 △126 △53

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,470 △4,392

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,013 4,979

長期借入れによる収入 2,000 1,489

長期借入金の返済による支出 △1,023 △361

リース債務の返済による支出 △63 △47

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △324 △324

非支配株主への配当金の支払額 △6 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,596 5,730

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △174 3,178

現金及び現金同等物の期首残高 369 170

現金及び現金同等物の四半期末残高 194 3,348



名鉄運輸株式会社(9077) 2021年３月期 第２四半期決算短信

8

（４）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があった場合の注記）

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症の影響に関する会計上の見積り)

新型コロナウイルス感染症の拡大が当社グループの事業活動に与える影響は不透明であり、将来を合理的に算

定することが困難ではありますが、最近の動向及び現時点で入手可能な情報や予測等に基づき、当該状況につい

ては、第２四半期連結累計期間中に収束し、下期は一定の回復が見込まれるという前提で、固定資産の減損にお

ける将来キャッシュ・フローや繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。


