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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 1,289 ― 126 ― 144 ― 87 ―
20年3月期第1四半期 1,171 5.2 61 133.1 75 128.5 54 160.3

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

21年3月期第1四半期 5.79 ―
20年3月期第1四半期 3.66 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 9,581 5,331 55.6 354.69
20年3月期 9,339 5,141 55.0 342.06

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,331百万円 20年3月期  5,141百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 6.00 6.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 5.00 5.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 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

第2四半期累計期間 2,300 ― 80 ― 90 ― 50 ― 3.33
通期 4,700 △2.2 130 △21.5 140 △19.8 80 △54.2 5.32

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。〕  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

〔（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。〕  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  15,400,000株 20年3月期  15,400,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  369,910株 20年3月期  369,129株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  15,030,406株 20年3月期第1四半期  15,032,575株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想 
  数値と異なる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、３ページ、【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的 
  情報」をご覧ください。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成１９年３月１４日企業会計基準第１２号）及び「四半期財務 
  諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成１９年３月１４日 企業会計基準適用指針第１４号）を適用しております。 
  また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

平成20年３月期の四半期財務諸表は、改正後の「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(昭和52年大蔵省令第38号)に準じて作成しておりますが、経営成績に関する定性情報は便宜上それらと比較
したものを記載しております。

当第１四半期のわが国経済は、原油などのエネルギーや原材料価格の高騰が止まらず、設備投資計画も縮
小傾向に転じ、底堅かった企業業績にも陰りが見えてまいりました。
このような情勢のもと、当社が取り扱っている港湾貨物のうち、原材料を中心とするばら貨物につきまし

ては、取扱数量の増加により前年同期に比べ増収となりました。液体貨物の分野につきましても、わずかに
増収となりました。また、物流倉庫についても、低温倉庫と第２低温倉庫において荷役数量が増加したこと
により、増収となりました。
以上により、当第１四半期の売上高は、12億８千９百万円となり、前年同期に比べ１億１千７百万円、

10.0％の増収となりました。
費用の面では、設備修理費が少なかったものの、荷役関係諸払費が増加したことにより営業費用は11億６

千２百万円となり、前年同期に比べ５千２百万円、4.7％増加しました。
以上の結果、当第１四半期の営業利益は１億２千６百万円となり、前年同期に比べ６千５百万円、105.8％

の増益となりました。経常利益は受取配当金等の収受により１億４千４百万円となり、前年同期に比べ６千
８百万円、90.8％の増益となりました。
四半期純利益につきましては、８千７百万円となり、前年同期に比べ３千２百万円、58.4％の増益となり

ました。

部門別の営業の概況は、次のとおりです。

（ばら貨物部門）
荷役業務は、主に石炭とイルメナイトの取り扱いが好調で、荷役数量は51万トンと、前年同期に比べ

30.2％増加したことから増収となりました。荷役数量の増加により、関連する海上運送・保管業務につき
ましても増収となりました。一方、その他の業務につきましては、トラック運送が減少したことから減収
となりました。
以上により、ばら貨物部門の売上高は４億７千５百万円となり、前年同期に比べ７千７百万円、19.6％

の増収となりました。

（液体貨物部門）
石油類は、前事業年度に工業用原料油の稼動タンクの一部が契約満了に伴い減少しましたが、ガソリン

などの白油及び重油の新規誘致により、ほぼ前年同期並みの売上高となりました。また、化学品類につき
ましては、酢酸を中心に堅調に推移したため増収となりました。
以上により、液体貨物部門の売上高は３億７千２百万円となり、前年同期に比べ８百万円、2.3％の増収

となりました。

（物流倉庫部門）
低温倉庫及び第2低温倉庫は、ゴールデンウィーク期間中の取扱数量の増加により前年同期に比べ増収と

なりました。一方、冷蔵倉庫は、取扱数量の減少により減収となりました。また、危険物倉庫、食材加工
施設は、ほぼ前年同期並みに推移しました。
以上の結果、物流倉庫部門の売上高は４億３千９百万円となり、前年同期に比べ３千万円、7.6％の増収

となりました。

2. 財政状態に関する定性的情報
当第１四半期末の総資産は95億８千１百万円となり、前事業年度末に比べて２億４千２百万円増加しまし

た。これは株式等の時価が上昇したことにより投資有価証券が増加したことが主な要因であります。
負債合計につきましては長期借入金等の有利子負債が減少したものの、繰延税金負債の増加などにより42

億５千万円となり、前事業年度末に比べて５千２百万円増加しました。また、純資産合計につきましてもそ
の他有価証券評価差額金の増加などにより53億３千１百万円となり、前事業年度末に比べて１億８千９百万
円増加しました。
キャッシュ・フローの状況につきましては、当第１四半期末の現金及び現金同等物（以下「資金」とい

う）は６億４千８百万円となり、前事業年度末に比べて３千２百万円増加しました。この内訳は以下のとお
りです。
営業活動によるキャッシュ・フローでは税引前四半期純利益を１億４千８百万円、減価償却費を１億２千

９百万円計上したことなどにより２億９千９百万円の資金を獲得しました。投資活動によるキャッシュ・フ
ローでは有形固定資産取得のための支出を３千９百万円行ったことなどから４千５百万円の資金減少となり
ました。財務活動によるキャッシュ・フローでは長期借入金及び受入建設協力金の返済を１億３千１百万円、
配当金の支払いを８千９百万円行ったことなどから、２億２千１百万円の資金減少となりました。
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3. 業績予想に関する定性的情報
当第１四半期は、ばら貨物部門の取扱数量の増加により経営成績は予想を大幅に上回りました。しかし、

平成21年３月期の第２四半期累計期間と通期の業績予想は、当社の売上高及び営業費用に波動性と季節的変
動要素があることから、平成20年５月15日に公表した数値に変更はございません。

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
①簡便な会計処理

(固定資産の減価償却費の算定方法)
減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、事業年度に係る減価
償却費の額を期間按分して算定しております。

(税金費用の計算)
法人税等の納付税額の算出にあたり加味する加減算項目や税額控除項目を、重要なものに限定してお
ります。 
また、繰延税金資産の回収可能性の判断におきましては、経営環境等に著しい変化が生じておらず、
かつ、一時差異等の発生状況について前年度末から大幅な変動がないため、前年度末の検討において
使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用しております。 

(経過勘定項目)
合理的な算定方法による概算額で計上しております。

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理
該当事項はありません。

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
①当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会
計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年３
月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四
半期財務諸表を作成しております。

②貯蔵品の評価基準及び評価方法
貯蔵品については、従来、先入先出法による原価法によっておりましたが、当第1四半期会計期間より
「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）
が適用されたことに伴い、先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく
簿価切り下げの方法）により算定しております。
これにより、税引前四半期純利益が6,860千円減少しております。

③リース取引に関する会計基準の適用
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に
よっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業
会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業
会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30
日改正））が平成20年4月1日以降開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができること
になったことに伴って、当第１四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、平成20年４月１日以
降開始するリース取引については通常の売買取引に係る会計処理によることとしております。
なお、平成20年３月31日以前に契約を締結した所有権移転外ファイナンス・リース取引については引き
続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
これによる営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益への影響はありません。

④有形固定資産の耐用年数の変更(追加情報)
従来、機械及び装置の耐用年数は5～15年としておりましたが、法人税法の改正を契機として経済的耐用
年数の見直しを行った結果、当四半期会計期間より機械及び装置の耐用年数を5年、10年又は12年に変更
しております。
これにより売上原価、販売費及び一般管理費が1,244千円増加し、営業利益、経常利益、税引前四半期純
利益はそれぞれ同額減少しております。

⑤保険料等の計上における発生主義の適用(追加情報)
第１四半期会計期間より、四半期報告制度の開始に伴い、より適正な期間損益計算を行うため、従来現
金主義により計上しておりました保険料等の費用のうち、重要性の高いものについて発生主義により計
上することとしております。
これによる営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益への影響は軽微であります。
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5. 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末

(平成20年6月30日)

前事業年度に係る

要約貸借対照表

(平成20年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 648,132 615,197

受取手形及び売掛金 412,420 432,466

有価証券 84,965 84,977

その他 107,599 82,737

貸倒引当金 △7,698 △15,086

流動資産合計 1,245,419 1,200,291

固定資産

有形固定資産

建物 3,344,394 3,410,425

構築物 655,410 681,690

機械及び装置 587,026 608,008

その他 116,718 111,481

有形固定資産合計 4,703,550 4,811,606

無形固定資産 228,572 230,538

投資その他の資産

投資有価証券 3,033,959 2,707,068

その他 370,434 390,333

投資その他の資産合計 3,404,394 3,097,401

固定資産合計 8,336,517 8,139,545

資産合計 9,581,936 9,339,837

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 203,171 198,295

1年内返済予定の長期借入金 412,984 423,484

未払法人税等 65,277 37,887

賞与引当金 74,191 50,919

その他 560,499 563,452

流動負債合計 1,316,124 1,274,039

固定負債

長期借入金 1,065,489 1,156,110

受入建設協力金 697,401 712,311

退職給付引当金 18,834 24,650

役員退職慰労引当金 112,148 106,609

環境対策引当金 108,442 109,899

その他 932,471 814,802

固定負債合計 2,934,787 2,924,381

負債合計 4,250,911 4,198,421

― 4 ―

決算短信 2008年07月30日 11時28分 02158xe01_in 1ページ （Tess 1.10 20080626_01）



櫻島埠頭株式会社（9353）平成21年3月期 第1四半期決算短信（非連結）

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末

(平成20年6月30日)

前事業年度に係る

要約貸借対照表

(平成20年3月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 770,000 770,000

資本剰余金 365,161 365,161

利益剰余金 3,009,152 3,012,285

自己株式 △52,682 △52,530

株主資本合計 4,091,631 4,094,915

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,239,394 1,046,500

評価・換算差額等合計 1,239,394 1,046,500

純資産合計 5,331,025 5,141,415

負債純資産合計 9,581,936 9,339,837
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(2) 【四半期損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間

(自 平成20年４月１日

  至 平成20年６月30日)

売上高 1,289,159

売上原価 1,027,925

売上総利益 261,234

販売費及び一般管理費 134,619

営業利益 126,614

営業外収益

受取利息 1,317

受取配当金 24,061

その他 3,622

営業外収益合計 29,001

営業外費用

支払利息 11,479

その他 4

営業外費用合計 11,484

経常利益 144,132

特別利益

貸倒引当金戻入額 7,388

保険解約返戻金 3,618

特別利益合計 11,006

特別損失

たな卸資産評価損 6,860

その他 203

特別損失合計 7,064

税引前四半期純利益 148,074

法人税、住民税及び事業税 65,724

法人税等調整額 △4,702

法人税等合計 61,021

四半期純利益 87,052
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間

(自 平成20年４月１日

  至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 148,074

減価償却費 129,236

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,388

賞与引当金の増減額（△は減少） 23,272

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,539

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,815

環境対策引当金の増減額（△は減少） △1,457

受取利息及び受取配当金 △25,379

支払利息 11,479

保険解約損益（△は益） △3,618

売上債権の増減額（△は増加） 20,045

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,425

仕入債務の増減額（△は減少） 4,875

未払又は未収消費税等の増減額 △15,949

その他 31,939

小計 321,279

利息及び配当金の受取額 25,384

利息の支払額 △10,047

法人税等の支払額 △37,017

営業活動によるキャッシュ・フロー 299,598

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △39,802

その他 △5,522

投資活動によるキャッシュ・フロー △45,324

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △101,121

受入建設協力金の返済による支出 △30,727

自己株式の取得による支出 △151

配当金の支払額 △89,384

財務活動によるキャッシュ・フロー △221,385

現金及び現金同等物に係る換算差額 46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 32,934

現金及び現金同等物の期首残高 615,197

現金及び現金同等物の四半期末残高 648,132
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計

基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日

企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表

を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 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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「参考」

前年同四半期に係る財務諸表等

　要約四半期損益計算書

（単位：千円）

科目

前年同四半期
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年６月30日)

金額

Ⅰ 営業収益 1,171,768

Ⅱ 営業原価 986,627

営業総利益 185,141

Ⅲ 販売費及び一般管理費 123,630

営業利益 61,510

Ⅳ 営業外収益 27,804

Ⅴ 営業外費用 13,783

経常利益 75,531

Ⅵ 特別利益 19,080

Ⅶ 特別損失 689

税引前四半期純利益 93,923

税金費用 38,978

四半期純利益 54,945
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