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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第３四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年12月31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３四半期 16,860 △5.3 621 △19.2 717 △12.1 452 △20.6

2020年３月期第３四半期 17,795 3.7 769 12.3 816 14.3 569 21.0
(注) 包括利益 2021年３月期第３四半期 509百万円( △6.6％) 2020年３月期第３四半期 545百万円( 41.1％)
　

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３四半期 52.74 ―

2020年３月期第３四半期 65.42 ―
　

　

（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３四半期 12,336 6,597 52.7

2020年３月期 11,707 6,192 52.2
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 6,504百万円 2020年３月期 6,114百万円
　

　

　

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 ― 14.00 14.00

2021年３月期 ― 0.00 ―

2021年３月期(予想) 13.00 13.00
(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 22,200 △3.9 660 △24.5 680 △25.6 480 △26.7 55.96
(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３Ｑ 9,389,000株 2020年３月期 9,389,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 811,281株 2020年３月期 811,281株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 8,577,719株 2020年３月期３Ｑ 8,705,740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あた
っての注意事項等については、添付資料４ページ「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。
　当社は、2021年２月５日に、四半期決算説明資料「第72期（2021年３月期）第３四半期決算説明資料」を当社
ホームページに掲載しております。
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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３四半期連結累計期間(2020年４月１日～2020年12月31日)におけるわが国経済は、個人消費は新型コロナウ

イルスの感染拡大を受けた外出自粛の影響などにより急速に落ち込んだ後、緊急事態宣言の解除を受けて緩やかに

持ち直しましたが、外食などの対面型サービス消費は低水準にとどまり、設備投資は企業収益の悪化を受けて減少

致しました。

　海外経済においては、米国では個人消費や設備投資が大幅な伸びを見せる一方、欧州では春のロックダウン措置

後の回復傾向も感染第２波の影響を受け停滞しました。アジアでは、2019年度末に峠を越えた中国での新型コロナ

ウイルス感染も、その後目立った広がりは無く、経済は順調に回復しています。

　今後の見通しにつきましては、海外では新型コロナウイルスの変異型も確認され、感染拡大は未だ予断を許さな

い状況であり、先行きは不透明であります。

　かかる環境下、当第３四半期連結累計期間における物流業界におきましては、米国からの輸入は下げ止まり、ア

ジア・欧州からはおおむね横ばいとなりました。輸出に関しては、アジア・米国は増加、欧州その他は持ち直しま

した。

　その中で当社取扱いの大きな部分を占める食品の輸入は、畜産物・水産物共に減少、農産物は原料が増加、その

他は横ばいとなりました。

　また、鋼材の国内物流取扱いにおいても大幅な減少となりました。

　このような状況の中、当企業集団は「『ありがとう』にありがとう」のコーポレートフィロソフィーの下で、第

７次中期経営計画「独自の価値創造」～Develop inherent value～の初年度を迎え、その各施策一つひとつに取り

組むとともに計画達成に向け、地道な受注活動を展開してまいりましたが、当社の物流業務においても新型コロナ

ウイルス感染症の影響から荷動きは不芳な状況が続きました。

　その結果、当第３四半期連結累計期間における営業収益は、前年同期間比5.3%減の16,860,392千円となりまし

た。また経常利益は、前年同期間比12.1%減の717,931千円、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期間比

20.6%減の452,431千円となりました。

セグメント別の営業状況は、次のとおりであります。

[輸出入貨物取扱事業]

　輸出入貨物取扱事業は、営業収益は前年同期間比2.1%減の14,617,713千円となり、セグメント利益は前年同期間

比5.4%増の1,426,727千円となりました。

[鉄鋼物流事業]

　鉄鋼物流事業は、鉄鋼製品の国内需要の減少により営業収益は前年同期間比22.3%減の961,743千円となり、セグ

メント利益は前年同期間比91.9%減の7,279千円となりました。

[その他事業]

　その他事業は、子会社の大幅な減収により、営業収益は前年同期間比21.4%減の1,280,936千円となり、セグメン

ト損失は17,153千円（前年同四半期はセグメント利益109,781千円）となりました。
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セグメント別営業収益

セグメントの名称

前第３四半期連結累計期間

自 2019年４月１日

至 2019年12月31日

当第３四半期連結累計期間

自 2020年４月１日

至 2020年12月31日

増減

金額(千円)
構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

増減比

(％)

輸出入貨物取扱事業 14,926,489 83.9 14,617,713 86.7 △308,776 △2.1

鉄鋼物流事業 1,238,409 6.9 961,743 5.7 △276,665 △22.3

その他事業 1,630,175 9.2 1,280,936 7.6 △349,239 △21.4

合計 17,795,073 100.0 16,860,392 100.0 △934,680 △5.3

　(注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　輸出入貨物取扱事業における取扱品目別売上高

取扱品目

前第３四半期連結累計期間
自 2019年４月１日
至 2019年12月31日

当第３四半期連結累計期間
自 2020年４月１日
至 2020年12月31日

増減

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
増減比
(％)

畜産物 6,392,788 42.8 6,036,047 41.3 △356,741 △5.6

水産物 2,382,294 16.0 2,344,504 16.1 △37,790 △1.6

農産物 2,177,025 14.6 2,271,302 15.5 94,276 4.3

その他 3,974,380 26.6 3,965,858 27.1 △8,522 △0.2

合計 14,926,489 100.0 14,617,713 100.0 △308,776 △2.1

（２）財政状態に関する説明

（総資産）

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は12,336,739千円となり、前連結会計年度に比べ629,252千円増加い

たしました。これは主に、たな卸資産が152,761千円減少した一方、現金及び預金が285,663千円、受取手形及び営

業未収入金が490,511千円それぞれ増加したことによるものであります。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末における負債は5,739,519千円となり、前連結会計年度に比べ224,942千円増加いた

しました。これは主に、賞与引当金が159,076千円減少した一方、営業未払金が261,378千円、短期および長期借入

金が101,057千円それぞれ増加したことによるものであります。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産は6,597,219千円となり、前連結会計年度に比べ404,310千円増加い

たしました。これは主に、利益剰余金が332,343千円増加したことによるものであります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2020年5月11日に公表いたしました2021年3月期の連結業績予想につきましては、2021年1月8日新型コロナウイル

ス感染に対する緊急事態が宣言され、更に同期間が3月7日まで延長されました。この抑制施策が第4四半期の経済に

及ぼす影響を見通せない為、現段階では予想を据え置くことといたしました。

　今後業績予想の修正が必要であると判断した場合は、速やかにお知らせいたします。
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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：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,665,491 1,951,154

受取手形及び営業未収入金 3,223,738 3,714,250

たな卸資産 545,004 392,242

前払費用 108,288 159,889

その他 463,620 448,356

貸倒引当金 △22,827 △23,197

流動資産合計 5,983,317 6,642,696

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 463,125 449,938

機械装置及び運搬具（純額） 247,871 215,663

土地 2,282,394 2,282,394

リース資産（純額） 96,495 110,229

その他（純額） 48,928 39,625

有形固定資産合計 3,138,817 3,097,851

無形固定資産 304,048 247,700

投資その他の資産

投資有価証券 714,344 829,820

破産更生債権等 4,185 4,005

繰延税金資産 414,300 358,510

その他 1,182,674 1,190,202

貸倒引当金 △34,200 △34,048

投資その他の資産合計 2,281,304 2,348,490

固定資産合計 5,724,169 5,694,042

資産合計 11,707,486 12,336,739
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金 1,508,426 1,769,805

短期借入金 616,008 627,008

未払法人税等 146,074 53,051

賞与引当金 306,166 147,090

その他 627,367 700,614

流動負債合計 3,204,043 3,297,569

固定負債

長期借入金 987,406 1,077,464

再評価に係る繰延税金負債 161,263 161,263

退職給付に係る負債 940,080 965,879

長期未払金 69,040 69,040

その他 152,744 168,303

固定負債合計 2,310,534 2,441,949

負債合計 5,514,577 5,739,519

純資産の部

株主資本

資本金 856,050 856,050

資本剰余金 609,280 609,280

利益剰余金 4,855,735 5,188,079

自己株式 △376,237 △376,237

株主資本合計 5,944,828 6,277,171

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △10,286 73,467

土地再評価差額金 56,288 56,288

為替換算調整勘定 15,708 1,947

退職給付に係る調整累計額 108,274 95,242

その他の包括利益累計額合計 169,985 226,946

非支配株主持分 78,095 93,101

純資産合計 6,192,909 6,597,219

負債純資産合計 11,707,486 12,336,739
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

営業収益 17,795,073 16,860,392

営業原価 14,125,155 13,399,086

営業総利益 3,669,918 3,461,306

販売費及び一般管理費 2,900,676 2,839,506

営業利益 769,241 621,800

営業外収益

受取利息 2,409 2,582

受取配当金 18,795 33,480

有価証券償還益 ― 7,605

複合金融商品評価益 3,178 ―

受取保険金 19,335 11,714

雇用調整助成金 ― 27,049

その他 17,618 23,749

営業外収益合計 61,337 106,182

営業外費用

支払利息 13,292 9,889

その他 938 161

営業外費用合計 14,230 10,050

経常利益 816,348 717,931

特別損失

固定資産除却損 ― 11,091

投資有価証券売却損 ― 11,517

投資有価証券評価損 ― 27,486

特別損失合計 ― 50,095

税金等調整前四半期純利益 816,348 667,835

法人税、住民税及び事業税 193,637 167,291

法人税等調整額 49,086 44,475

法人税等合計 242,723 211,766

四半期純利益 573,624 456,069

非支配株主に帰属する四半期純利益 4,096 3,638

親会社株主に帰属する四半期純利益 569,527 452,431
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益 573,624 456,069

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 495 83,754

為替換算調整勘定 △13,883 △17,393

退職給付に係る調整額 △14,650 △13,032

その他の包括利益合計 △28,039 53,328

四半期包括利益 545,584 509,398

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 544,252 509,392

非支配株主に係る四半期包括利益 1,332 5
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（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があった場合の注記）

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日　至 2019年12月31日)

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

輸出入貨物
取扱事業

鉄鋼物流事業 その他事業 合 計

営 業 収 益

　(1) 外部顧客に
　 対する営業収益

14,926,489 1,238,409 1,630,175 17,795,073 ― 17,795,073

　(2) セグメント間の内部
　 営業収益又は振替高

756 12,958 104,406 118,121 △118,121 ―

計 14,927,245 1,251,367 1,734,582 17,913,194 △118,121 17,795,073

セグメント利益 1,353,482 89,781 109,781 1,553,044 △783,802 769,241

(注) １．セグメント利益の調整額は、全社費用783,802千円であります。

２．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しております。

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３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日　至 2020年12月31日)

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

輸出入貨物
取扱事業

鉄鋼物流事業 その他事業 合 計

営 業 収 益

　(1) 外部顧客に
　 対する営業収益

14,617,713 961,743 1,280,936 16,860,392 ― 16,860,392

　(2) セグメント間の内部
　 営業収益又は振替高

756 ― 97,817 98,573 △98,573 ―

計 14,618,469 961,743 1,378,753 16,958,966 △98,573 16,860,392

セグメント利益又は損失(△) 1,426,727 7,279 △17,153 1,416,853 △795,053 621,800

(注) １．セグメント利益の調整額は、全社費用795,053千円であります。

２．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しております。

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。

　

　


