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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）

営業収益 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 129,757 △7.7 11,162 △11.2 11,972 △12.8 8,197 △14.3

2020年3月期第2四半期 140,549 2.8 12,571 8.4 13,733 9.6 9,569 9.8

（注）包括利益 2021年3月期第2四半期　　9,677百万円 （△9.4％） 2020年3月期第2四半期　　10,678百万円 （9.2％）

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 69.56 ―

2020年3月期第2四半期 80.41 ―

(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 404,740 344,725 84.7

2020年3月期 400,057 337,744 83.9

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 342,766百万円 2020年3月期 335,835百万円

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 ― 23.00 ― 23.00 46.00

2021年3月期 ― 23.00

2021年3月期（予想） ― 23.00 46.00

（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）

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

通期 265,000 △5.0 22,800 △7.6 24,400 △7.6 17,000 △7.5 144.26

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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2Q 130,936,837 株 2020年3月期 130,936,837 株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 13,090,675 株 2020年3月期 13,097,592 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 117,842,701 株 2020年3月期2Q 119,002,923 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、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当たっての注意事項等については、添付資料P.3「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。
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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の世界的な流行により極めて厳し

い状況となっております。経済活動の再開が徐々に進んだ結果、個人消費や生産に一部持ち直しの動きがみられる

ものの、設備投資や企業収益などが大幅に縮小するなど景気の先行きは不透明となっております。

物流業界におきましても、新型コロナウイルス感染症の影響により国内貨物の荷動きが総じて低調に推移してい

る事や輸出入貨物が減少するなど、経営環境は一層厳しい状態となっております。

このような厳しい状況下にあって当社グループは、国内外のネットワークを活用し、物流を総合的にマネジメン

トできる企業として、顧客ニーズを取り込んだ物流サービスを行なってまいりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間における営業収益は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けてコンテナ

や自動車などの輸出入貨物の取扱い低迷により、前年同期に比べて7.7％減収の1,297億57百万円となりました。利

益面におきましても、営業利益は前年同期に比べ11.2％減益の111億62百万円、経常利益は前年同期に比べ12.8％

減益の119億72百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期に比べ14.3％減益の81億97百万円となりま

した。

セグメント別の経営成績の状況は次のとおりであります。

［国内物流事業］

国内物流事業におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響によりコンテナや自動車及び工場構内物流など

の取扱いが減少しており、国内物流事業部門の営業収益は前年同期に比べて8.0％減収の1,069億89百万円、セグメ

ント利益は15.4％減益の95億92百万円となりました。

［国際物流事業］

国際物流事業におきましては、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大に伴う海外プロジェクト輸送の延期や

輸出貨物の取扱い減少により、国際物流事業部門の営業収益は前年同期に比べて11.2％減収の158億58百万円、セ

グメント利益は前年同期に比べて12.0％減益の５億56百万円となりました。

［その他］

その他の事業におきましては、エネルギー関連貨物の運搬据付業務の取扱いが増加となり、その他の事業部門の

営業収益は前年同期に比べて1.5％増収の135億47百万円、セグメント利益は、前年の不動産賃貸業における新規施

設取得に伴う初期費用の負担がなくなり67.7％増益の10億11百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、「受取手形及び営業未収入金」が減少したものの、「現金及び

預金」が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて46億82百万円増加の4,047億40百万円となりまし

た。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、「支払手形及び営業未払金」及び流動負債の「その他」に含

まれる「未払金」が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて22億98百万円減少の600億14百万円とな

りました。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益による「利益剰余金」の増

加及び「その他有価証券評価差額金」が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて69億80百万円増加の

3,447億25百万円となりました。

この結果、自己資本比率は、84.7％となりました。
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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

前回発表予想（Ａ)
百万円

274,000

百万円

23,800

百万円

24,700

百万円

17,400

円　銭

147.66

今回修正予想（Ｂ） 265,000 22,800 24,400 17,000 144.26

増減額（Ｂ－Ａ） △9,000 △1,000 △300 △400 －

増減率（％） △3.3 △4.2 △1.2 △2.3 －

（ご参考）

前期実績（2020年３月期） 278,815 24,679 26,407 18,378 155.06

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の結果を受け、次のとおり修正しております。

2021年３月期通期連結業績予想値の修正（2020年４月１日～2021年３月31日）
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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)

資産の部

流動資産

現金及び預金 32,233 38,652

受取手形及び営業未収入金 44,482 42,372

電子記録債権 636 616

有価証券 － 1,000

たな卸資産 957 833

その他 6,150 6,724

貸倒引当金 △54 △52

流動資産合計 84,405 90,146

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 109,515 105,320

土地 97,678 97,678

その他（純額） 20,636 23,782

有形固定資産合計 227,830 226,781

無形固定資産 6,881 6,845

投資その他の資産

投資有価証券 68,376 69,166

その他 12,900 12,134

貸倒引当金 △336 △334

投資その他の資産合計 80,939 80,966

固定資産合計 315,651 314,593

資産合計 400,057 404,740

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 25,528 24,456

未払法人税等 4,885 4,159

賞与引当金 194 183

その他 12,710 12,000

流動負債合計 43,319 40,799

固定負債

役員退職慰労引当金 49 47

船舶特別修繕引当金 6 10

退職給付に係る負債 17,772 17,935

その他 1,165 1,221

固定負債合計 18,993 19,214

負債合計 62,312 60,014

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
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 31,642 31,642

資本剰余金 26,854 26,855

利益剰余金 301,483 306,970

自己株式 △25,217 △25,204

株主資本合計 334,761 340,263

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,104 3,641

為替換算調整勘定 45 △91

退職給付に係る調整累計額 △1,077 △1,046

その他の包括利益累計額合計 1,073 2,503

非支配株主持分 1,909 1,958

純資産合計 337,744 344,725

負債純資産合計 400,057 404,740
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 （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)

営業収益 140,549 129,757

営業原価 118,343 109,126

営業総利益 22,205 20,630

販売費及び一般管理費 9,633 9,468

営業利益 12,571 11,162

営業外収益

受取利息 17 15

受取配当金 463 482

持分法による投資利益 562 124

その他 159 221

営業外収益合計 1,202 843

営業外費用

為替差損 22 13

その他 19 19

営業外費用合計 41 33

経常利益 13,733 11,972

特別利益

固定資産売却益 26 16

投資有価証券売却益 124 32

特別利益合計 151 49

特別損失

固定資産除売却損 30 83

特別損失合計 30 83

税金等調整前四半期純利益 13,854 11,937

法人税、住民税及び事業税 4,358 3,821

法人税等調整額 △108 △127

法人税等合計 4,249 3,693

四半期純利益 9,604 8,243

非支配株主に帰属する四半期純利益 35 46

親会社株主に帰属する四半期純利益 9,569 8,197

（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：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 9,604 8,243

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,220 1,504

為替換算調整勘定 △57 △80

退職給付に係る調整額 79 77

持分法適用会社に対する持分相当額 △168 △67

その他の包括利益合計 1,073 1,433

四半期包括利益 10,678 9,677

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 10,642 9,627

非支配株主に係る四半期包括利益 35 50

（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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（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 13,854 11,937

減価償却費 6,490 6,312

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11 △4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 424 240

受取利息及び受取配当金 △481 △498

持分法による投資損益（△は益） △562 △124

投資有価証券売却損益（△は益） △124 △32

固定資産除売却損益（△は益） 3 67

売上債権の増減額（△は増加） 1,331 2,125

たな卸資産の増減額（△は増加） 24 123

仕入債務の増減額（△は減少） △1,157 △1,097

その他 830 △331

小計 20,644 18,717

利息及び配当金の受取額 1,073 869

災害損失の支払額 △130 －

法人税等の支払額 △3,864 △4,519

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,723 15,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） 9,700 －

固定資産の取得による支出 △8,522 △5,668

固定資産の売却による収入 28 18

投資有価証券の取得による支出 △3,283 △557

投資有価証券の売却及び償還による収入 688 151

関係会社株式の取得による支出 △33,511 △22

貸付けによる支出 △239 －

貸付金の回収による収入 6 78

その他 △65 100

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,198 △5,899

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △2,746 △2,710

非支配株主への配当金の支払額 － △1

自己株式の取得による支出 △3,142 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,889 △2,711

現金及び現金同等物に係る換算差額 △37 △36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △23,402 6,420

現金及び現金同等物の期首残高 52,293 32,137

現金及び現金同等物の四半期末残高 28,891 38,558

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（単位：百万円）

報告セグメント
その他

（注）１
合計

調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）３

国内物流
事業

国際物流
事業

計

営業収益

外部顧客への営業収益 112,999 16,367 129,366 11,182 140,549 － 140,549

セグメント間の内部営
業収益又は振替高

3,309 1,488 4,798 2,169 6,967 △6,967 －

計 116,309 17,855 134,164 13,352 147,516 △6,967 140,549

セグメント利益 11,334 632 11,967 602 12,570 1 12,571

（単位：百万円）

報告セグメント
その他

（注）１
合計

調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）３

国内物流
事業

国際物流
事業

計

営業収益

外部顧客への営業収益 103,848 14,089 117,938 11,819 129,757 － 129,757

セグメント間の内部営
業収益又は振替高

3,140 1,768 4,909 1,728 6,637 △6,637 －

計 106,989 15,858 122,847 13,547 136,395 △6,637 129,757

セグメント利益 9,592 556 10,148 1,011 11,160 2 11,162

（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。

（セグメント情報）

Ⅰ　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）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、重量建設機工事業及び

不動産賃貸事業等を含んでおります。

２　セグメント利益の調整額１百万円は連結消去に係る決算調整額です。

３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ　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）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、重量建設機工事業及び

不動産賃貸事業等を含んでおります。

２　セグメント利益の調整額２百万円は連結消去に係る決算調整額です。

３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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