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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第３四半期の業績（2020年４月１日～2020年12月31日）

（１）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 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 5,574 △2.9 114 185.8 191 21.6 139 53.9

2020年３月期第３四半期 5,741 2.1 40 △6.4 157 36.6 90 －
　

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 22.48 －

2020年３月期第３四半期 14.60 －
　

　

（２）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 5,023 2,704 53.8

2020年３月期 4,380 2,447 55.9
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 2,704百万円 2020年３月期 2,447百万円
　　　

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 － 0.00 0.00

2021年３月期 － 0.00 －

2021年３月期(予想) 3.00 3.00
(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)

営業収入 営業利益 経常利益 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 7,248 △2.2 95 － 160 22.1 105 － 16.89
(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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　

（注）詳細は、添付資料７ページ「２．四半期財務情報及び主な注記（３）四半期財務諸表に関する注記事項（四半
期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（２）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
　　

（３）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 6,228,039株 2020年３月期 6,228,039株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 13,473株 2020年３月期 13,233株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 6,214,692株 2020年３月期３Ｑ 6,215,052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
っての注意事項については、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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

第３四半期累計期間（2020年４月１日～2020年12月31日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの感染拡

大や米中貿易問題による世界経済の先行き不透明感に加え、国内においても生産活動の停滞、個人消費の失速、雇

用環境の悪化など経済活動は落ち込み、依然として厳しい状況が続きました。緊急事態宣言解除後は国内の経済活

動に一部回復の兆しがありましたが、第３波の感染拡大に歯止めがかからず、先行きは依然として、不透明な状況

が続いております。

このような状況の中、当社におきましては、新型コロナウイルスの影響もありましたが、営業収入に関しまして

は前年比と概ね同水準となっており、営業利益は前年比で大きく増加しました。これは人件費の減少及び営業経費

の抑制等によるものです。

この結果、当第３四半期累計期間における営業収入は5,574,152千円で、前年同四半期累計期間と比べ166,863千

円（2.9％）の減収となりました。営業利益は114,507千円で、前年同四半期累計期間と比べ74,440千円（185.8％）

の増益、経常利益は191,458千円で、前年同四半期累計期間と比べ33,974千円（21.6％）の増益となりました。ま

た、四半期純利益は139,681千円となり、前年同四半期累計期間と比べ48,945千円（53.9％）の増益となりました。

セグメントごとの経営成績は、次の通りであります。

①港湾運送事業

当社の主要セグメントである当セグメントにおきましても、営業収入は新型コロナウイルスの影響等による輸送

需要の低迷等により前年同四半期比は減収となりました。

この結果、営業収入（セグメント間の内部売上高又は振替高を除く)は、5,392,813千円で、前年同四半期累計期

間と比べ、155,549千円（2.8％）の減収となり、全セグメントの96.7%を占めております。

セグメント利益（営業利益）は327,761千円で、前年同四半期累計期間と比べ11,889千円（3.8％）の増益となり

ました。

②自動車運送事業

当セグメントにおきましては、取引採算良化傾向にあります。

この結果、営業収入（セグメント間の内部売上高又は振替高を除く)は、177,302千円で、前年同四半期累計期間

と比べ、12,611千円（6.6％）の減収となり、全セグメントの3.2%を占めております。

セグメント利益（営業利益）は、15,778千円で、前年同四半期累計期間と比べ、9,950千円（170.7％）の増益と

なりました。

③その他

当セグメントにおきましては、取引採算良化傾向にあります。

この結果、営業収入は4,037千円で、前年同四半期累計期間と比べ1,296千円（47.3％）の増収となり、全セグメ

ントの0.1％を占めております。

セグメント利益（営業利益）は3,982千円で、前年同四半期累計期間と比べ1,305千円（48.7％）の増益となりま

した。
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（２）財政状態に関する説明

当第３四半期会計期間末における流動資産は、前事業年度末より531,817千円増加して2,966,922千円となりまし

た。これは現金及び預金の増加385,824千円、立替金の増加136,489千円等によるものであります。

固定資産は、前事業年度末より111,101千円増加して2,056,539千円となりました。これは機械及び装置の増加

63,096千円、車両運搬具の減少20,799千円、のれんの減少20,948千円、投資有価証券の増加133,619千円等によるも

のであります。

繰延資産は、前事業年度末より242千円減少となりました。これは社債発行費の減少によるものであります。

流動負債は、前事業年度末より94,733千円増加して1,376,576千円となりました。これは営業未払金の増加93,412

千円等によるものであります。

固定負債は、前事業年度末より291,455千円増加して942,793千円となりました。これは長期借入金の増加303,444

千円等によるものであります。

純資産は、前年事業度末より256,486千円増加して2,704,092千円となりました。これはその他有価証券評価差額

金の増加116,865千円、四半期純利益による利益剰余金の増加139,681千円等によるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期の業績予想につきましては、概ね予想通りに推移しており、2020年11月11日の「業績予想の修正に

関するお知らせ」で公表いたしました業績予想を変更しておりません。

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想数値と異

なる可能性があります。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,143,957 1,529,782

受取手形 4,309 1,417

営業未収入金 748,552 799,462

立替金 449,739 586,229

その他 91,413 52,746

貸倒引当金 △2,867 △2,715

流動資産合計 2,435,105 2,966,922

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 118,808 108,619

構築物（純額） 2,678 2,465

機械及び装置（純額） 1,541 64,637

車両運搬具（純額） 71,202 50,402

工具、器具及び備品（純額） 5,808 9,494

土地 576,183 576,183

リース資産（純額） 23,083 16,361

有形固定資産合計 799,306 828,165

無形固定資産

のれん 195,517 174,568

その他 50,423 38,870

無形固定資産合計 245,940 213,439

投資その他の資産

投資有価証券 689,471 823,090

繰延税金資産 22,190 22,190

差入保証金 80,189 79,794

その他 350,203 321,313

貸倒引当金 △241,862 △231,453

投資その他の資産合計 900,192 1,014,935

固定資産合計 1,945,438 2,056,539

繰延資産

社債発行費 242 －

繰延資産合計 242 －

資産合計 4,380,787 5,023,462
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 39,754 39,694

営業未払金 560,883 654,296

1年内償還予定の社債 26,350 －

1年内返済予定の長期借入金 455,054 461,720

未払金 28,805 27,737

未払法人税等 28,235 66,947

賞与引当金 49,880 19,373

その他 92,880 106,807

流動負債合計 1,281,843 1,376,576

固定負債

長期借入金 397,077 700,521

退職給付引当金 226,745 227,227

その他 27,516 15,045

固定負債合計 651,338 942,793

負債合計 1,933,181 2,319,370

純資産の部

株主資本

資本金 2,394,398 2,394,398

資本剰余金

資本準備金 52,473 52,473

資本剰余金合計 52,473 52,473

利益剰余金

利益準備金 14,296 14,296

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 216,947 356,629

利益剰余金合計 231,244 370,925

自己株式 △11,890 △11,950

株主資本合計 2,666,226 2,805,847

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △218,621 △101,755

評価・換算差額等合計 △218,621 △101,755

純資産合計 2,447,605 2,704,092

負債純資産合計 4,380,787 5,023,462
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

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

営業収入 5,741,016 5,574,152

営業原価 5,395,694 5,205,681

営業総利益 345,322 368,471

販売費及び一般管理費 305,255 253,964

営業利益 40,067 114,507

営業外収益

受取利息 16 54

受取配当金 25,639 31,213

受取家賃 54,332 19,920

受取手数料 5,509 5,545

貸倒引当金戻入額 18,000 －

雑収入 35,835 40,369

営業外収益合計 139,332 97,102

営業外費用

支払利息 7,981 7,578

支払手数料 3,492 3,365

社債発行費償却 771 242

賃貸費用 8,695 8,686

雑損失 973 277

営業外費用合計 21,914 20,151

経常利益 157,484 191,458

特別利益

固定資産売却益 5,598 18,126

投資有価証券売却益 21,202 19,615

特別利益合計 26,800 37,741

特別損失

固定資産売却損 － 274

固定資産除却損 0 －

投資有価証券売却損 37,649 11,692

投資有価証券評価損 6,975 －

特別損失合計 44,624 11,967

税引前四半期純利益 139,660 217,233

法人税、住民税及び事業税 48,925 77,551

法人税等合計 48,925 77,551

四半期純利益 90,735 139,681
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（３）四半期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。

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第３四半期累計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　


