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トップメッセージ

株主の皆さまへ
　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社グループ第88期の報告書をお届けいたしますので、ご高覧 
ください。
　私たち名鉄運輸グループは、日本全国をカバーするネットワークを持つ
事業者として、明るく元気な社員が、高品質な輸送サービスである「こぐま 
品質」を提供し続け、社会インフラ・ライフラインのひとつである輸送サー
ビスを守ってまいりました。さらに今後は、持続可能な社会の実現に向け、
皆さまと共に成長していくことができる企業グループとして、会社の未来だ
けではなく、社員の未来、物流の未来、地域社会の未来のために、ESGや
SDGsを重視した経営を行い、地域のお客様をはじめ、ステークホルダーの
皆さまに信頼され、なくてはならない存在となるよう努めてまいります。
　株主の皆さまには、何卒変わらぬご支援ご指導を賜りますようお願い 
申し上げます。
 取締役社長　内田　亙
 営業の概況（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症が全世界にまん延し、国内においても
昨年４月に緊急事態宣言が発出され、経済は一時的に大きな打撃を受けました。夏ごろより各種GoToキャ
ンペーンによる景気刺激策の実施やコロナ禍での新たな需要の掘り起こしにより国内消費は徐々に回復の兆
しを見せてきましたが、感染拡大の周期により緊急事態宣言やまん延防止等重点措置がたびたび発出される
という、先行きの不透明感が増して厳しい状況で推移いたしました。
　物流業界におきましては、巣ごもり需要から通販関係の個人向け配送が大幅に増加し、企業間の輸送につ
きましても国内消費の高まりによる生産拡大から、徐々に国内貨物取扱量は回復基調となりましたが、コロ
ナ禍以前の水準まで回復するには至りませんでした。
　このような状況の中、当社グループは、中期経営計画の最終年度を迎え、「安心と信頼のこぐま品質を提供
する人材力・輸送サービス基盤を強化し、成長の礎とする」とした基本方針のもとで各施策を推進するとと
もに、ライフラインを守るため、お客様をはじめ当社に関係する全ての皆さまの健康と安全を最優先に通常
業務を継続し、お客様からの輸送需要に応えてまいりました。
　以上の結果、当社グループの当連結会計年度における業績は、売上高は前期比4.3％減の112,055百万円
となり、営業利益は前期比23.2％減の3,623百万円、経常利益は前期比22.4％減の3,762百万円、親会社株
主に帰属する当期純利益については、前期比12.6％減の2,665百万円となりました。
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新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、既存顧客及び新規顧客に対してもウェブによる営業活動を取り
入れるなどして、積極的に輸送量確保に取り組みましたが、前期の取扱量を下回る結果となり、減収減益と
なりました。

第88期のポイント

FINANCIAL HIGHLIGHT連結業績ハイライト

PointPoint

 次期の見通し

　今後の見通しにつきまして、国内経済は、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種開始に伴い、回復へ
の期待感は高まったもののいまだ不明な部分が多く、加えて米中貿易摩擦の懸念など先行き不透明な状況が
続くものと思われます。
　物流業界におきましては、人口減少等による国内需要の頭打ちから国内貨物取扱量は今後も総じて低調に
推移するとともに、労働力不足や燃料費の高騰なども懸念され、厳しい経営環境が続くものと思われます。
　このような状況の中、当社グループは10年後までの長期ビジョン「Koguma Sustainable 2030」を策定
し、その実現に向けた中期の３ヵ年計画「新中期経営計画2023」もあわせて策定し、その各施策を推進し
てまいります。
　以上を踏まえ、第89期通期の連結業績予想につきましては、売上高1,140億円（前期比1.7％増）、営業利
益は38億円（前期比4.9％増）、経常利益は38億円（前期比1.0％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は
25億円（前期比6.2％減）を見込んでおります。
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事故撲滅に向けた活動営業マン教育講演会の様子

営業面では、新型コロナウイルス感染症の影響により訪問営業に大きな制約を受けましたが、ウェ
ブによる営業活動なども取り込みながら新規顧客を開拓するとともに、既存顧客に対しても積極的な
営業活動をすることで貨物取扱量の確保に努めました。さらに、ウェブによる営業マン教育講演会も
開催し社員のスキルアップを図りました。

また、輸送ネットワーク強化の一環として、2020年６月には、愛媛県西条市に四国名鉄運輸「西
条みらい倉庫営業所」を開業し、続いて９月には関西地区におけるさまざまな輸送ニーズに応える複
合拠点として大阪市西淀川区に「名鉄トラックターミナル関西」を開業、2021年３月には、関西名
鉄運輸橋本支店を隣接する奈良県五條市に新築移転して「きのくに五條支店」を開業するなど、グルー
プ一体となり積極的に新たな顧客需要の取り込みを図ってまいりました。

業務面では、輸送量に見合った戦力の適正化・効率化を図るために、人員・車両配置の見直しに加
え、運送委託費の最適化に努めるとともに、日本通運株式会社とは、引き続き経営資源の有効活用及
び業務の効率化を進め連携を強化しました。また、グループ全社を挙げて運転事故、商品事故、労災
事故撲滅による品質向上への活動を継続的に行ってまいりました。

 事業の概況
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第88期連結決算の概要

連結貸借対照表 連結損益計算書

科　目 金　額
売上高 112,055
売上原価 103,119
売上総利益 8,936
販売費及び一般管理費 5,313
営業利益 3,623
営業外収益 265
　受取利息及び配当金 65
　その他 200
営業外費用 126
　支払利息 104
　その他 22
経常利益 3,762
特別利益 749
　固定資産売却益 276
　投資有価証券売却益 469
　その他 3
特別損失 50
　固定資産処分損 50
　その他 0
税金等調整前当期純利益 4,461
法人税、住民税及び事業税 1,634
法人税等調整額 53
当期純利益 2,773
非支配株主に帰属する当期純利益 108
親会社株主に帰属する当期純利益 2,665

科　目 金　額 科　目 金　額
（資産の部） （負債の部）

流動資産 22,042 流動負債 31,028
　現金及び預金 3,376 　支払手形及び営業未払金 6,782
　受取手形及び営業未収入金 15,998 　電子記録債務 3,398
　電子記録債権 1,320 　短期借入金 11,860
　商品及び製品 4 　1年内返済予定長期借入金 572
　仕掛品 2 　リース債務 48
　貯蔵品 219 　未払費用 3,309
　その他 1,123 　未払法人税等 820
　貸倒引当金 △5 　賞与引当金 600
固定資産 81,871 　整理損失引当金 108
 有形固定資産 73,144 　その他 3,527
　建物及び構築物 15,478 固定負債 32,100
　機械装置及び運搬具 18,867 　長期借入金 19,761
　土地 37,579 　リース債務 40
　リース資産 126 　預り保証金 360
　建設仮勘定 494 　繰延税金負債 252
　その他 598 　役員退職慰労引当金 205
 無形固定資産 892 　退職給付に係る負債 8,692
　ソフトウェア 539 　資産除去債務 752
　その他 353 　再評価に係る繰延税金負債 2,034
 投資その他の資産 7,834 負債合計 63,128
　投資有価証券 2,129 （純資産の部）
　長期貸付金 64 株主資本 35,761
　繰延税金資産 3,102 　資本金 2,065
　その他 2,584 　資本剰余金 6,034
　貸倒引当金 △46 　利益剰余金 27,692

　自己株式 △31
その他の包括利益累計額 3,691
　その他有価証券評価差額金 622
　土地再評価差額金 3,230
　退職給付に係る調整累計額 △160
非支配株主持分 1,331
純資産合計 40,784

資産合計 103,913 負債・純資産合計 103,913

連結キャッシュ・フロー計算書の要旨

科　目 金　額
営業活動によるキャッシュ・フロー 6,704
投資活動によるキャッシュ・フロー △7,329
財務活動によるキャッシュ・フロー 3,787
現金及び現金同等物の増減額 3,161
現金及び現金同等物の期首残高 170
現金及び現金同等物の期末残高 3,332

（2020年4月1日から2021年3月31日まで） （単位:百万円）

（2020年4月1日から2021年3月31日まで） （単位:百万円）（2021年3月31日現在） （単位:百万円）

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 4
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トピックス

当社を取り巻く事業環境の変化に柔軟に対応し、持続的な成長を目指すため、10年後までの長期ビジョンとその実
現に向けた３ヵ年の中期経営計画を策定いたしました。

自動運転・DXの推進により物流の未来を描き、ESG/SDGsをより重視した経営を行ってまいります。培ってきた「こぐま品質」
と輸送ネットワーク基盤の強化をさらに進め、特積事業のコスト構造の抜本的な改革に取り組むとともに、区域・倉庫・３PL等
の事業を融合していくことで、10年後の目標として売上高 1,500億円、給与水準35％アップを目指します。

従来の「グループ一丸となって最高品質のロジスティクスサービスをお届けしより豊かな地域社会の実現に貢献する」という
想いに加え、「＆ the Future」＝「より未来志向に、挑戦的に」というメッセージを追加し、お客様、パートナー様、地域の皆
様と共に持続的な成長を目指していくことを示しています。

Connect	＝ 特積事業が区域等の他事業と繋がり、融合化した 
ビジネスモデルへと進化する

Support	＝ 社員が誇りを持って日々成長し合い、お客様にとって、 
なくてはならない存在となる

Innovate	＝自動運転・DXを推進し、物流の未来像へと挑戦する

これら取り組みを進め、労働生産性（一人当たり付加価値）を
高めることで改革のトライアングルを回し、名鉄運輸グループの
中長期的な成長・存在価値向上の実現を目指します。

Koguma	Sustainable	2030

[Connect、Support	&	Innovate]

名鉄運輸グループ長期ビジョン

キャッチフレーズ

名鉄運輸グループ中期経営計画2023

Connect（繋げる）

•  特積のキャパシティを有効活用
•  区域、倉庫、３PL等の拡大

Innovate（革新する）

•  自動運転の活用
•  DXの推進

Support（支えあう）

•  社員の成長と誇り
•  地域のお客様からの信頼
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当社グループは、「We’re Koguma ~for the Best Quality & the Future～」のキャッチフレーズのもと、一丸
となって最高品質（こぐま品質）のロジスティクスサービスを提供する輸送ネットワーク・地域拠点の強化に尽力し
てまいります。

・2020年 ６ 月 四国名鉄運輸㈱西条みらい倉庫営業所
・2020年 ９ 月 名鉄トラックターミナル関西 
 （ 名鉄運輸㈱、名鉄ゴールデン航空㈱、 

関西名鉄運輸㈱）
・2020年11月 名鉄運輸㈱杉戸流通事業所
・2021年 ３ 月 関西名鉄運輸㈱きのくに五條支店

名鉄運輸グループ　ネットワーク・地域拠点の強化

西条みらい倉庫営業所（四国名鉄運輸）
愛媛県西条市

きのくに五條支店（関西名鉄運輸）
奈良県五條市

名鉄トラックターミナル関西
大阪市西淀川区

杉戸流通事業所（名鉄運輸）
埼玉県北葛飾郡杉戸町
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会社情報

環境に配慮したFSC®認証紙と植物油インキを使用
しています。

〒461-0004 名古屋市東区葵二丁目12番8号
TEL：052-935-5721
URL：http://www.meitetsuunyu.co.jp/

会社の概要（2021年3月31日現在）
設 立 1943年６月１日
本 社 名古屋市東区葵二丁目12番８号
資 本 金 2,065,994,499円
発行済株式総数 6,509,301株
株 主 数 1,155名
主な事業所 東北支社（仙台市）、北関東支社（足利市）、

東京支社（東京都江戸川区）、名古屋支社
（小牧市）、大阪支社（大阪市）
（注）事業所数65箇所

従 業 員 数 2,832名
（注）従業員数には、パート、アルバイト等は含んでおりません｡

役員体制（2021年6月24日現在）

株主メモ
事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 毎年6月下旬
定時株主総会の
基準日

定時株主総会の議決権の基準日は毎年
3月31日です。

剰余金の配当の
基準日

期末配当の基準日は毎年３月31日です。
また中間配当を行う場合は、毎年9月
30日を基準日とします。

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

同事務取扱場所 〒460-8685
名古屋市中区栄三丁目15番33号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

（ 郵便物送付先 ）  電話照会先
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
電話 0120-782-031（フリーダイヤル）

公告方法 電子公告により行います。ただし、電
子公告によることができない事故その
他のやむを得ない事由が生じたときは、
日本経済新聞に掲載する方法により行
います。
※電子公告掲載ホームページアドレス
http://www.meitetsuunyu.co.jp/corp/ir/notice/

単元株式数 100株
上場取引所 名古屋市場第2部
住所変更、単元
未満株式の買
取・買増等のお
申し出

・証券会社に口座のある株主様
　 口座のある証券会社にお申し出くだ

さい。
・証券会社に口座のない株主様
　 三井住友信託銀行株式会社にお申し

出ください。
　電話　0120-782-031（フリーダイヤル）

代表取締役社長
社長執行役員 内　田　　　亙
代表取締役
専務執行役員 榊　原　勝　則
取締役
常務執行役員 長谷川　　　靖
取締役
常務執行役員 花　房　伸　介
取締役 安　藤　隆　司
取締役 髙　﨑　裕　樹
社外取締役 戸　田　達　也
社外取締役 井　上　尚　司
常任監査役 加　藤　　　武
監査役 矢　野　　　裕
社外監査役 安　井　秀　樹
社外監査役 平　林　一　美
執行役員 吉　村　史　法
執行役員 有　馬　正　純
執行役員 辻　　　昌　哉
執行役員 納　戸　昌　樹
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