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（1）決算概要 2

（単位：百万円）

連結合計 19/3期 3Q 20/3期 3Q 増減額 増減率

 営業収益 184,261 184,974 ＋713 ＋0.4%

 営業利益 10,273 10,383 ＋110 ＋1.1%

 経常利益 9,574 9,782 ＋208 ＋2.2%

 親会社株主に帰属
 する当期純利益 4,271 5,407 ＋1,136 ＋26.6%

 営業CF 14,658 16,851 ＋2,193 ＋15.0%

 投資CF △3,015 △3,535 △520 ―

 財務CF △13,070 △11,904 ＋1,166 ―

連結合計 19/3期末 20/3期 3Q末 増減額 増減率

 自己資本 47,404 52,672 ＋5,268 ＋11.1%

 総資産 252,078 249,781 △2,297 △0.9%

 自己資本比率 18.8% 21.1% ＋2.3 ―
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（2）営業収益（前年同期比）

①航空輸送

⇩：電子部品・半導体等 航空貨物取扱減

⇩：自動車関連プロジェクト輸送減

②荷動き趨勢等

⇧：食品原料等 貨物取扱増

⇧：家電量販店物流取扱増

⇧：家電メーカー物流取扱増

⇧：新規取扱（医薬品・家電メーカー等）

⇩：国際輸送業務取扱減

：▲16

： ▲ 6

：＋ 4

：＋ 4

：＋12

：＋22

：▲23

③収益力強化

⇧：適正料金収受等 計画通り進捗 ：＋ 5

④賃料改定

⇧：不動産事業における契約改定に伴う増 ：＋ 5
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（単位：億円）

（単位：百万円）

事業セグメント 19/3期 3Q 20/3期 3Q 増減額 増減率

 物流事業 177,906 178,178 ＋271 ＋0.2%

 不動産事業 6,896 7,344 ＋447 ＋6.5%

 全社・消去 △541 △547 △6 ―

 営業収益合計 184,261 184,974 ＋713 ＋0.4%



（3）営業利益（前年同期比）

①航空輸送

⇩：電子部品・半導体等 航空貨物取扱減

⇩：自動車関連プロジェクト輸送減

②荷動き趨勢等

⇧：食品原料等 貨物取扱増

⇧：家電メーカー物流取扱増

⇧：新規取扱（医薬品・家電メーカー等）

⇩：国際輸送業務取扱減

⇩：家電量販店物流一過性の荷役コスト発生

⇩：原価増（人件費・運送費等）

： ▲ 3

： ▲ 1

： ＋ 4

： ＋ 2

： ＋ 3

： ▲ 3

： ▲ 5

： ▲ 6

③収益力強化

⇧：適正料金収受等 計画通り進捗

⇧：コスト削減 計画通り進捗

： ＋ 5

： ＋ 4

④賃料改定

⇧：不動産事業における契約改定に伴う増 ： ＋ 5

⑤その他

⇩：働き方改革関連費用等

⇩：退職給付費用

： ▲ 2

： ▲ 2
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（単位：億円）

（単位：百万円）

事業セグメント 19/3期 3Q 20/3期 3Q 増減額 増減率

 物流事業 8,483 8,360 △122 △1.4%

 不動産事業 3,861 4,366 ＋504 ＋13.1%

 全社・消去 △2,072 △2,343 △271 ―

 営業利益合計 10,273 10,383 ＋110 ＋1.1%



（4）営業外損益・特別損益（前年同期比） 5

（単位：百万円）

連結合計 19/3期 3Q 20/3期 3Q 増減額 主な増減内容

10,273 10,383 ＋110

△699 △601 ＋98
金融収支の改善　　　      ：＋196百万円
その他　　　                  ：  ▲98百万円

　内金融収支 △475 △278 ＋196 有利子負債圧縮を進め支払利息減少

9,574 9,782 ＋208
営業利益増　　　      　   ：＋110百万円
営業外損益増　　　   　   ：  ＋98百万円

156 ― △156
前期　有価証券売却益　　：     73百万円
　　　災害関連受取保険金：     83百万円

1,439 119 △1,320
前期　のれん減損損失　   ：1,236百万円
　　　災害関連損失　      ：　203百万円
当期　固定資産除却損      ：   119百万円

4,271 5,407 ＋1,136 主に特別損失の減少と、経常利益増加

 営業利益

 親会社株主に帰属
 する当期純利益

　営業外損益

 経常利益

　特別利益

　特別損失



（5）キャッシュフロー及びバランスシートの状況 6

（単位：百万円）

19/3期 3Q 20/3期 3Q 増減額 増減率

14,658 16,851 ＋2,193 ＋15.0%

減価償却費・のれん償却額 7,151 6,931 △219 △3.1%

△3,015 △3,535 △520 ―

設備投資・株式取得 △3,232 △3,733 △500 ―

△13,070 △11,904 ＋1,166 ―

19/3期末 20/3期 3Q末 増減額 増減率

 現金及び預金 23,643 24,978 ＋1,335 ＋5.6%

142,471 132,179 △10,291 △7.2%

118,827 107,200 △11,627 △9.8%

 自己資本 47,404 52,672 ＋5,268 ＋11.1%

 総資産 252,078 249,781 △2,297 △0.9%

 自己資本比率 18.8% 21.1% ＋2.3 ―

 ネットD/Eレシオ 2.5 2.0 △0.5 ―

 ネットデット

連結合計

 営業キャッシュフロー

 投資キャッシュフロー

 財務キャッシュフロー

連結合計

 有利子負債残高
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（1）通期決算見通し概要 8

（単位：百万円）

連結合計 19/3期 通期 （20/3期 3Q） 20/3期 通期 前年同期比 増減率

 営業収益 241,852 184,974 240,000 △1,852 △0.8%

 営業利益 11,986 10,383 12,000 ＋13 ＋0.1%

 経常利益 11,087 9,782 11,200 ＋112 ＋1.0%

 親会社株主に帰属
 する当期純利益

5,190 5,407 6,600 ＋1,409 ＋27.2%

 営業CF 18,498 16,851 20,000 ＋1,501 ＋8.1%

 投資CF △4,043 △3,535 △6,000 △1,956 ―

 財務CF △16,618 △11,904 △16,500 ＋118 ―

連結合計 19/3期末 （20/3期 3Q末） 20/3期末 前期末比 増減率

 自己資本 47,404 52,672 54,000 ＋6,595 ＋13.9%

 総資産 252,078 249,781 246,000 △6,078 △2.4%

 自己資本比率 18.8% 21.1% 22.0% ＋3.1 ―
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（2）通期営業収益・営業利益見通し 9

〔営業収益〕 （単位：百万円）

事業セグメント 19/3期 通期 （20/3期 3Q） 20/3期 通期 前年同期比 増減率

  物流事業 233,404 178,178 230,900 △2,504 △1.1%

  不動産事業 9,170 7,344 9,800 ＋629 ＋6.9%

  全社・消去 △721 △547 △700 ＋21 ―

  営業収益合計 241,852 184,974 240,000 △1,852 △0.8%

〔営業利益〕 （単位：百万円）

事業セグメント 19/3期 通期 （20/3期 3Q） 20/3期 通期 前年同期比 増減率

 物流事業 9,844 8,360 9,600 △244 △2.5%

 不動産事業 5,114 4,366 5,800 ＋685 ＋13.4%

 全社・消去 △2,972 △2,343 △3,400 △427 ―

 営業利益合計 11,986 10,383 12,000 ＋13 ＋0.1%



（3）通期営業外損益・特別損益見通し 10

（単位：百万円）

19/3期 通期 （20/3期 3Q） 20/3期 通期 前年同期比 増減率

11,986 10,383 12,000 ＋13 ＋0.1%

△899 △601 △800 ＋99 ―

内金融収支 △716 △278 △560 ＋156 ―

11,087 9,782 11,200 ＋112 ＋1.0%

365 ― 600 ＋234 ＋64.2%

1,604 119 270 △1,474 △91.9%

5,190 5,407 6,600 ＋1,409 ＋27.2%

連結合計

 営業利益

親会社株主に帰属
する当期純利益

 営業外損益

 経常利益

　特別利益

　特別損失



（4）通期キャッシュフロー及びバランスシート見通し 11

（単位：百万円）

19/3期 通期 （20/3期 3Q） 20/3期 通期 前年同期比 増減率

18,498 16,851 20,000 ＋1,501 ＋8.1%

減価償却費・のれん償却額 9,482 6,931 9,100 △382 △4.0%

△4,043 △3,535 △6,000 △1,956 ―

△16,618 △11,904 △16,500 ＋118 ―

19/3期末 （20/3期 3Q末） 20/3期末 前期末比 増減率

23,643 24,978 21,500 △2,143 △9.1%

142,471 132,179 127,000 △15,471 △10.9%

118,827 107,200 105,500 △13,327 △11.2%

 自己資本 47,404 52,672 54,000 ＋6,595 ＋13.9%

 総資産 252,078 249,781 246,000 △6,078 △2.4%

 自己資本比率 18.8% 21.1% 22.0% ＋3.2 ―

 ネットD/Eレシオ 2.5 2.0 2.0 △0.5 ―

 有利子負債残高

 ネットデット

連結合計

 営業キャッシュフロー

 投資キャッシュフロー

 財務キャッシュフロー

連結合計

 現金及び預金
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参考資料 四半期ごとの取扱数量（1）

380

430

480

530

'17 ② ③ ④ '18 ② ③ ④ '19 ② ③

国内倉庫業務
入庫数量 3ヶ月累計
出庫数量 3ヶ月累計 千トン
保管残高 3ヶ月平均

130,000

160,000

190,000

'17 ② ③ ④ '18 ② ③ ④ '19 ② ③

陸上貨物運送 貸切輸送 千トンキロ

25%

30%

35%

'17 ② ③ ④ '18 ② ③ ④ '19 ② ③

国内倉庫業務 回転率
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参考資料 四半期ごとの取扱数量（2）

15,000

35,000

55,000

'17 ② ③ ④ '18 ② ③ ④ '19 ② ③

３PL 取扱数量 千個
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物流事業地域別売上高
日本 米州 欧州 東南アジア 北東アジア
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航空貨物輸送 輸出入 トン数
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