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業績予想、剰余金の配当（中間配当）および配当予想ならびに 

役員報酬の減額に関するお知らせ 

 

当社は、2020 年 11 月 12 日開催の取締役会において、2020 年９月 30 日を基準日とする剰余金の配当（中

間配当）を行うことについて決議いたしました。また、2020 年８月６日公表の「2021 年３月期 第１四

半期決算短信〔日本基準〕（連結）」において、未定としておりました 2021 年３月期（2020 年４月１日～

2021 年３月 31 日）の業績予想および配当予想について、下記のとおりお知らせいたします。 

あわせて、役員報酬を減額することといたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．業績予想 

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

 

営業収益 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 

前回発表予想（A） － － － － － 

今回修正予想（B） 330,200 △14,500 △18,000 △16,000 △203.12 

増 減 額（B－A） － － － － － 

増 減 率（％） － － － － － 

(ご参考)前期実績 

(2020 年３月期) 
389,446 16,411 14,322 6,678 84.76 

 

（２）公表の理由 

2021 年３月期の業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大が業績に与える影響を合理的

に算定することが困難であることから未定としておりました。 

今後の感染症の収束時期は依然として不透明ですが、足元の収入動向等を踏まえ、現時点で入手可能な

情報をもとに一定の前提を置き業績予想を算出しましたのでお知らせいたします。 

なお、今回の業績予想は、今後の感染症の収束状況や経済動向により、大きく変動する可能性がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２．剰余金の配当（中間配当）および 2021 年３月期配当予想 

（１）中間配当の内容 

 
決定額 直近の配当予想 

前期実績 

（2020 年３月期） 

基準日 2020 年９月 30 日 同左 2019 年９月 30 日 

１株当たり配当金 12.50 円 - 17.50 円 

配当金の総額 987 百万円 - 1,382 百万円 

効力発生日 2020 年 12 月１日 - 2019 年 11 月 29 日 

配当原資 利益剰余金 - 利益剰余金 

 

（２）2021 年３月期配当予想 

 １株あたり配当金（円） 

 第２四半期末  期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 

前回予想 － － － 

今回予想  12.50 25.00 

当期実績 12.50   

前期実績 

(2020 年３月期) 
17.50 17.50 35.00 

 

（３）公表の理由 

当社は、株主の皆様への安定した利益還元を重視し、適切な内部留保の確保による財務体質および経営

基盤の強化を図りながら、安定的・継続的な配当を実施することを方針としております。 

2021 年３月期の配当予想につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大が業績に与える影響を合理的

に算定することが困難であることから未定としておりましたが、上記方針および 2021 年３月期の業績予

想に基づき、中間配当を１株あたり 12 円 50 銭とし、通期では 25 円とする予定です。 

 

 

３．役員報酬の減額 

2021 年３月期の第２四半期業績および通期業績予想ならびに剰余金の配当（中間配当）および 2021 年

３月期配当予想に鑑み、次のとおり役員報酬を減額することといたしましたので、お知らせいたします。 

（１）減額の対象者および減額の内容 

    監査等委員でない取締役および役付執行役員（常勤）  役員報酬年額の 20％相当 

    執行役員（常勤）                  役員報酬年額の 10％相当 

 

（２）減額の対象期間 

    2020 年度に係る役員報酬 

 

（３）その他 

監査等委員である取締役（常勤）につきましても、上記を踏まえ、役員報酬年額の 10％相当の減

額を行う予定としております。 

 

 

 



（参考）2021 年３月期 セグメント別業績予想 

                                      （単位：百万円） 

 営業収益 営業利益又は営業損失(△) 

 前期実績 今回予想 増減額 増減率 前期実績 今回予想 増減額 増減率 

運輸業 86,976 62,000 △24,976 △28.7% 4,510 △12,600 △17,110 - 

不動産業 65,732 60,200 △5,532 △8.4% 7,748 5,500 △2,248 △29.0% 

流通業 78,280 73,900 △4,380 △5.6% 864 1,300 435 50.4% 

物流業 99,442 97,300 △2,142 △2.2% 2,238 2,200 △38 △1.7% 

レジャー・サービス業 43,982 24,600 △19,382 △44.1% 525 △10,700 △11,225 - 

小計 374,413 318,000 △56,413 △15.1% 15,888 △14,300 △30,188 - 

その他 44,694 35,600 △9,094 △20.3% 850 300 △550 △64.7% 

消去 △29,662 △23,400 6,262 - △326 △500 △173 - 

連結 389,446 330,200 △59,246 △15.2% 16,411 △14,500 △30,911 - 

以 上 


