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当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(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 1,920,713 1,792,721

受取手形及び営業未収入金 302,887 293,246

有価証券 15,000 15,000

たな卸資産 ※1 30,673 ※1 33,104

銀行代理業務未決済金 － 14,675

その他 104,762 91,073

貸倒引当金 △5,291 △6,207

流動資産合計 2,368,745 2,233,615

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 958,586 942,184

土地 1,300,555 1,299,199

使用権資産（純額） 132,401 134,586

その他（純額） 290,924 271,439

有形固定資産合計 2,682,468 2,647,410

無形固定資産 81,080 77,508

投資その他の資産

その他 49,326 49,882

貸倒引当金 △2,207 △2,368

投資その他の資産合計 47,118 47,514

固定資産合計 2,810,668 2,772,433

資産合計 5,179,414 5,006,049
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 98,997 90,268

短期借入金 159,972 160,589

1年内返済予定の長期借入金 108,804 126,928

未払金 279,410 144,858

銀行代理業務未決済金 3,160 －

生命保険代理業務未決済金 1,004 1,731

未払法人税等 17,656 15,698

預り金 247,054 210,466

郵便局資金預り金 870,000 870,000

賞与引当金 108,042 111,760

その他 178,874 205,466

流動負債合計 2,072,977 1,937,768

固定負債

長期借入金 23,324 27

リース債務 148,492 152,872

繰延税金負債 10,215 10,458

店舗建替等損失引当金 197 197

役員株式給付引当金 280 261

退職給付に係る負債 1,994,725 2,006,774

その他 73,822 71,366

固定負債合計 2,251,057 2,241,958

負債合計 4,324,035 4,179,727

純資産の部

株主資本

資本金 400,000 400,000

資本剰余金 141,919 141,919

利益剰余金 256,175 206,094

株主資本合計 798,095 748,014

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 11 △35

繰延ヘッジ損益 56 △776

為替換算調整勘定 △89,698 △91,981

退職給付に係る調整累計額 137,082 159,613

その他の包括利益累計額合計 47,451 66,819

非支配株主持分 9,831 11,487

純資産合計 855,378 826,321

負債純資産合計 5,179,414 5,006,049
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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２四半期連結累計期間】

(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

郵便業務等収益 981,548 954,335

銀行代理業務手数料 189,162 187,238

生命保険代理業務手数料 141,070 99,371

郵便局ネットワーク維持交付金 147,636 146,729

国際物流業務等収益 318,129 373,535

その他の営業収益 92,462 84,446

営業収益合計 1,870,010 1,845,656

営業原価 1,691,074 1,708,506

営業総利益 178,935 137,150

販売費及び一般管理費 ※1 122,152 ※1 119,094

営業利益 56,783 18,056

営業外収益

受取利息 217 84

受取配当金 11 4

持分法による投資利益 － 138

為替差益 944 376

助成金収入 144 1,623

その他 1,012 1,634

営業外収益合計 2,331 3,862

営業外費用

支払利息 7,045 5,526

持分法による投資損失 49 －

その他 564 864

営業外費用合計 7,659 6,390

経常利益 51,454 15,527

特別利益

固定資産売却益 1,930 2,247

移転補償金 1,347 982

受取補償金 － 1,795

老朽化対策工事に係る負担金受入額 2,478 1,184

その他 68 591

特別利益合計 5,824 6,802

特別損失

固定資産売却損 172 44

固定資産除却損 1,244 735

減損損失 139 4,633

老朽化対策工事に係る損失 2,478 1,184

その他 863 3,659

特別損失合計 4,898 10,257

税金等調整前四半期純利益 52,380 12,072

法人税、住民税及び事業税 13,719 18,136

法人税等調整額 △115 △230

法人税等合計 13,603 17,906

四半期純利益又は四半期純損失（△） 38,777 △5,833

非支配株主に帰属する四半期純利益 369 669

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

38,407 △6,503
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

(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)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 38,777 △5,833

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △32 △41

繰延ヘッジ損益 16 △833

為替換算調整勘定 △3,887 △1,182

退職給付に係る調整額 △10,736 22,531

持分法適用会社に対する持分相当額 △5 △5

その他の包括利益合計 △14,645 20,468

四半期包括利益 24,131 14,634

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 25,509 12,864

非支配株主に係る四半期包括利益 △1,377 1,769
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(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 52,380 12,072

減価償却費 92,387 87,955

減損損失 139 4,633

持分法による投資損益（△は益） 49 △138

貸倒引当金の増減額（△は減少） 552 360

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,571 3,555

役員株式給付引当金の増減額（△は減少） 22 △18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 3,695 12,054

受取利息及び受取配当金 △228 △89

支払利息 7,045 5,526

固定資産売却損益（△は益） △1,787 △2,238

固定資産除却損 1,244 735

売上債権の増減額（△は増加） 33,033 19,207

たな卸資産の増減額（△は増加） 467 △1,192

仕入債務の増減額（△は減少） △3,817 △12,996

未払消費税等の増減額（△は減少） △39,966 7,160

預り金の増減額（△は減少） △44,024 △35,509

その他 △115,279 △93,288

小計 △10,512 7,790

利息及び配当金の受取額 143 96

利息の支払額 △6,970 △5,539

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △36,099 △39,999

その他 364 4,030

営業活動によるキャッシュ・フロー △53,074 △33,620
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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)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △15,230 △15,370

定期預金の払戻による収入 15,230 15,370

投資有価証券の売却による収入 3 6

有形固定資産の取得による支出 △51,595 △32,997

有形固定資産の売却による収入 7,134 7,120

無形固定資産の取得による支出 △11,783 △2,863

関係会社株式の取得による支出 △102 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却
による収入

266 80

その他 7,044 4,868

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,031 △23,785

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △11,502 △12,865

借入れによる収入 74,801 94,433

借入金の返済による支出 △55,565 △115,303

配当金の支払額 △101,291 △43,577

非支配株主への配当金の支払額 △1,183 △113

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
売却による収入

103 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △94,637 △77,427

現金及び現金同等物に係る換算差額 △765 791

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △197,510 △134,042

現金及び現金同等物の期首残高 1,837,678 1,893,985

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 1,640,168 ※1 1,759,943
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【注記事項】

(追加情報)

(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)

当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創設さ

れたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目に

ついては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報

告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前

の税法の規定に基づいております。

(65歳定年制の導入に伴う退職一時金制度の改定)

当社は、2020年８月に同年10月１日を施行日とする退職手当規程の変更の決定及び周知を行い、60歳から65歳へ

の定年延長に伴う退職一時金制度の改定を行っております。これに伴い、退職給付債務が減少し、過去勤務費用が

33,828百万円発生しております。

なお、当該過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(13年)による定額法により

費用処理しております。

(四半期連結貸借対照表関係)

※１．たな卸資産の内訳

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）

商品 9,717百万円 13,699百万円

販売用不動産 2,953　〃 －　〃

仕掛不動産 8,295　〃 8,295　〃

仕掛品 35　〃 1,207　〃

貯蔵品 9,671　〃 9,903　〃

　

２．偶発債務

一部の借入郵便局局舎の賃貸借契約については、当社がその全部又は一部を解約した場合において、貸主か

ら解約補償を求めることができる旨を契約書に記載しております。解約補償額は、貸主が郵便局局舎に対して

投資した総額のうち、解約時における未回収投資額を基礎に算出することとしておりますが、連結決算日現在、

発生する可能性のある解約補償額は次のとおりであります。

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）

68,829百万円 66,297百万円

　

なお、当社の都合により解約した場合であっても、局舎を他用途へ転用する等のときは補償額を減額するこ

とから、全額が補償対象とはなりません。
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(四半期連結損益計算書関係)

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。

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)

給与手当 39,866百万円 39,447百万円

支払手数料 16,305　〃 15,680　〃

減価償却費 8,068　〃 8,404　〃

２．当社は、事業の性質上、営業収益に季節的変動があり、上半期に比し、下半期の割合が多くなる傾向があり

ます。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

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)

現金及び預金 1,673,308百万円 1,792,721百万円

有価証券勘定に含まれる譲渡性預金 15,000　〃 15,000　〃

預入期間が３ヶ月を超える定期預金
及び譲渡性預金

△15,280　〃 △15,400　〃

負の現金同等物としての当座借越 △32,860　〃 △32,378　〃

現金及び現金同等物 1,640,168百万円 1,759,943百万円

(株主資本等関係)

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．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月21日
定時株主総会

普通株式 101,291 10,129.15 2019年３月31日 2019年６月21日 利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の

末日後となるもの

該当事項はありません。

　

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．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月24日
定時株主総会

普通株式 43,577 4,357.77 2020年３月31日 2020年６月24日 利益剰余金

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の

末日後となるもの

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】

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営業収益、利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 合計郵便・物流

事業
金融窓口事業

国際物流事業
（注）２

計

営業収益（注）１

　外部顧客に対する
　営業収益

984,281 567,598 318,129 1,870,010 － 1,870,010

　セグメント間の内部
　営業収益

6,409 97,917 81 104,408 － 104,408

計 990,691 665,516 318,210 1,974,418 － 1,974,418

セグメント利益
又は損失（△）

28,354 36,039 △4,778 59,615 － 59,615

(注) １．一般企業の売上高に代えて、営業収益を記載しております。

２．国際物流事業のセグメント利益又は損失は、営業利益ベースの数値（EBIT)を記載しております。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 59,615

「その他」の区分の利益 －

セグメント間取引消去 664

全社費用（注） △1,125

その他の調整額 △2,371

四半期連結損益計算書の営業利益 56,783

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．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

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。
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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営業収益、利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 合計郵便・物流

事業
金融窓口事業

国際物流事業
（注）２

計

営業収益（注）１

　外部顧客に対する
　営業収益

957,107 515,013 373,535 1,845,656 － 1,845,656

　セグメント間の内部
　営業収益

5,643 101,652 96 107,392 － 107,392

計 962,750 616,666 373,631 1,953,048 － 1,953,048

セグメント利益
又は損失（△）

6,498 22,829 △6,174 23,154 － 23,154

(注) １．一般企業の売上高に代えて、営業収益を記載しております。

２．国際物流事業のセグメント利益又は損失は、営業利益ベースの数値（EBIT)を記載しております。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 23,154

「その他」の区分の利益 －

セグメント間取引消去 659

全社費用（注） △1,095

その他の調整額 △4,662

四半期連結損益計算書の営業利益 18,056

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．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

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

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)

１株当たり四半期純利益金額又は
１株当たり四半期純損失金額 (△)

（円） 3,840.71 △650.34

（算定上の基礎）

親会社株主に帰属する四半期純利
益金額又は親会社株主に帰属する
四半期純損失金額 (△)

（百万円） 38,407 △6,503

普通株主に帰属しない金額 （百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属
する四半期純利益金額又は親会社
株主に帰属する四半期純損失金額
(△)

（百万円） 38,407 △6,503

普通株式の期中平均株式数 （千株） 10,000 10,000

(注) 前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額について

は、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

２ 【その他】

該当事項はありません。
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四半期財務諸表

四半期貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,845,150 1,707,298

営業未収入金 221,252 211,263

たな卸資産 20,101 16,296

銀行代理業務未決済金 － 14,675

その他 41,632 45,961

貸倒引当金 △226 △359

流動資産合計 2,127,910 1,995,135

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 897,848 866,167

土地 1,223,751 1,222,519

その他（純額） 173,115 162,145

有形固定資産合計 2,294,716 2,250,832

無形固定資産 50,331 42,187

投資その他の資産

関係会社株式 50,762 48,290

その他 19,647 19,429

貸倒引当金 △2,200 △2,361

投資その他の資産合計 68,209 65,358

固定資産合計 2,413,257 2,358,379

資産合計 4,541,168 4,353,514
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(単位：百万円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金 58,729 46,183

未払金 245,706 96,826

銀行代理業務未決済金 3,160 －

生命保険代理業務未決済金 1,004 1,731

未払法人税等 14,619 12,594

預り金 244,927 207,436

郵便局資金預り金 870,000 870,000

賞与引当金 104,816 106,793

その他 115,589 131,981

流動負債合計 1,658,553 1,473,547

固定負債

退職給付引当金 2,126,818 2,161,502

役員株式給付引当金 280 261

関係会社事業損失引当金 － 20,664

店舗建替等損失引当金 197 197

繰延税金負債 923 920

その他 76,294 73,131

固定負債合計 2,204,514 2,256,677

負債合計 3,863,067 3,730,225

純資産の部

株主資本

資本金 400,000 400,000

資本剰余金 142,510 142,510

利益剰余金 135,582 80,812

株主資本合計 678,092 623,322

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 7 △33

評価・換算差額等合計 7 △33

純資産合計 678,100 623,289

負債純資産合計 4,541,168 4,353,514
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四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

営業収益

郵便業務等収益 976,055 948,047

銀行代理業務手数料 189,162 187,238

生命保険代理業務手数料 141,070 99,371

郵便局ネットワーク維持交付金 147,636 146,729

その他の営業収益 40,768 38,535

営業収益合計 1,494,692 1,419,922

営業原価 1,337,059 1,303,778

営業総利益 157,632 116,144

販売費及び一般管理費 97,415 89,422

営業利益 60,217 26,722

営業外収益

受取配当金 2,200 1,013

受取手数料 786 702

その他 969 1,192

営業外収益合計 3,956 2,908

営業外費用

支払利息 283 273

その他 533 801

営業外費用合計 817 1,074

経常利益 63,356 28,555

特別利益

固定資産売却益 1,001 0

移転補償金 1,347 982

受取補償金 － 715

老朽化対策工事に係る負担金受入額 2,478 1,184

その他 27 10

特別利益合計 4,855 2,893

特別損失

固定資産売却損 0 13

固定資産除却損 1,180 594

減損損失 139 1,855

関係会社株式評価損 － 2,472

関係会社事業損失引当金繰入額 － 20,664

老朽化対策工事に係る損失 2,478 1,184

その他 323 －

特別損失合計 4,123 26,784

税引前四半期純利益 64,088 4,664

法人税、住民税及び事業税 11,774 15,856

法人税等調整額 179 －

法人税等合計 11,953 15,856

四半期純利益又は四半期純損失（△） 52,134 △11,192

　


