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

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 6,498 ― 339 ― 357 ― 240 ―

20年3月期第1四半期 6,018 8.6 285 1.4 288 △4.5 60 △69.9

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 8.92 ―

20年3月期第1四半期 2.26 ―

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 45,827 15,035 32.8 557.24
20年3月期 43,979 14,745 33.5 546.48

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  15,035百万円 20年3月期  14,745百万円

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 ― ― ― 7.00 7.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 7.00 7.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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2四半期連結累計期間 12,108 2.1 635 28.0 575 27.1 303 236.6 11.23
通期 23,436 3.8 967 △0.8 836 △5.5 288 9.6 10.67

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結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（四半期連結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２～３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１． 本資料に記載されている業績予想等の将来の記述は、本資料の発表現在において入手可能な情報により作成したものであります。実際の業績は、今後の様 
  々な要因によって異なる場合があります。 
   なお、平成18年11月７日、新潟東港コンテナターミナル内にある新潟県所有のガントリークレーンが強風により倒壊するという事故が発生しましたが、当社は事 
  故発生時、このクレーンで荷役作業を行っておりました。事故の原因究明や責任の所在については、現在も継続している警察等の調査結果を待たなければなり 
  ませんが、この結果次第では、今後、当社に損失負担の可能性があります。 
２． 当連結会計年度より「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」（企業会計基準適用 
  指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  27,000,000株 20年3月期  27,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  17,918株 20年3月期  17,188株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  26,982,522株 20年3月期第1四半期  26,983,147株
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定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期におけるわが国経済は、原油を始めとする原材料価格の高騰などにより、景況感は悪化しつつあるも

のと認識しております。 

 このような状況下、主力事業であります運輸作業部門は、コンテナ貨物の取扱が減少したものの、一般貨物は堅調

に推移し、ほぼ前年並みとなっております。 

 商品販売部門は、輸出が好調に推移し、前年同期比で増収となっており、機械販売部門及び不動産部門について

も、前年同期比で増収となっております。一方、ホテル事業部門は、前年同期比で減収となっております。 

 これらの結果、当第１四半期の売上高は６４億９千８百万円（前年同期比８．０％の増収）、経常利益は３億５千

７百万円（前年同期比２３．７％の増益）、四半期純利益は２億４千万円（前年同期比２９５．４％の増益）となり

ました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期の財政状態は、前連結会計年度末と比較して、資産は１８億４千８百万円増加、負債は１５億５千７

百円の増加、純資産は２億９千万円増加いたしました。 

 資産の増加の主な要因は、受取手形及び売掛金が７億５千９百万円、投資その他の資産のその他が８億６千４百万

円増加したことなどであります。 

 負債の増加の主な要因は、支払手形及び営業未払金が４億７千４百万円、短期借入金が５億円、固定負債のその他

が４億７千６百万円増加したことなどであります。 

 純資産の増加の主な要因は、利益剰余金が５千１百万円、その他有価証券評価差額金が２億３千８百万円増加した

ことなどであります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益、減価償却費、仕入債務の増加、売上債権の増

加などにより当第１四半期は２億９千５百万円の収入超過となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出、貸付けによる支出などにより当第１四半

期は３億１千７百万円の支出超過となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増、長期借入金の純減、親会社の配当金の支払いなどによ

り当第１四半期は３千万円の支出超過となりました。 

 これらの結果、当第１四半期における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して５千２百万円減少し、

当第１四半期残高は３億４千７百万円となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成20年５月９日に公表しました業績の見直しは行っておりません。 

 なお、平成18年11月７日、新潟東港コンテナターミナル内にある新潟県所有のガントリークレーンが強風により倒

壊するという事故が発生しましたが、当社は事故発生時、このクレーンで荷役作業を行っておりました。事故の原因

究明や責任の所在については、現在も継続している警察等による調査結果を待たなければなりませんが、この結果次

第では、今後、当社に損失負担の可能性があります。 

４．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

 該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

（３）四半期連結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 

（会計処理の変更） 

① 当連結会計年度より「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」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 



② 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法や移動平均法による原価法などに

よっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第

９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として個別法や移動平均法による原価法（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下げの方法）により算定しております。 

これにより、営業利益、経常利益は、それぞれ87千円、税金等調整前四半期純利益は、13,709千円減少して

おります。なお、セグメント情報に与える影響は軽微であります。 

③ 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日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

この変更による損益への影響はありません。 

（追加情報）  

① 機械装置については、従来、耐用年数を２～17年としておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、法

人税法の改正を契機として見直しを行い、２～15年に変更しました。 

なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 359,779 411,703 

受取手形及び売掛金 4,645,090 3,885,578 

有価証券 34,300 46,296 

商品 268,671 315,010 

原材料 23,752 25,909 

仕掛品 37,937 29,114 

繰延税金資産 270,367 187,438 

その他 1,101,019 1,267,484 

貸倒引当金 △17,407 △12,357 

流動資産合計 6,723,510 6,156,176 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 22,629,232 21,825,411 

減価償却累計額 △13,181,378 △13,055,926 

建物及び構築物（純額） 9,447,853 8,769,484 

機械装置及び運搬具 2,385,870 2,385,914 

減価償却累計額 △2,039,049 △2,035,942 

機械装置及び運搬具（純額） 346,820 349,972 

土地 22,184,608 22,178,124 

建設仮勘定 204,855 892,080 

その他 1,631,986 1,625,603 

減価償却累計額 △1,421,719 △1,432,680 

その他（純額） 210,267 192,922 

有形固定資産合計 32,394,405 32,382,584 

無形固定資産   

その他 152 181 

無形固定資産合計 152 181 

投資その他の資産   

投資有価証券 4,932,269 4,534,586 

繰延税金資産 85,995 91,634 

その他 1,855,779 991,274 

貸倒引当金 △164,591 △176,976 

投資その他の資産合計 6,709,453 5,440,519 

固定資産合計 39,104,010 37,823,286 

資産合計 45,827,521 43,979,463 



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 3,357,850 2,883,228 

短期借入金 7,450,000 6,950,000 

1年内返済予定の長期借入金 2,873,232 2,790,652 

1年内償還予定の社債 150,000 150,000 

未払法人税等 209,669 165,277 

賞与引当金 177,733 118,108 

その他 1,756,440 1,550,328 

流動負債合計 15,974,926 14,607,595 

固定負債   

長期借入金 3,566,000 4,002,665 

繰延税金負債 2,944,372 2,781,809 

再評価に係る繰延税金負債 6,600,427 6,600,427 

退職給付引当金 542,466 525,301 

役員退職慰労引当金 168,074 196,943 

その他 995,626 519,200 

固定負債合計 14,816,967 14,626,346 

負債合計 30,791,893 29,233,942 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,950,000 1,950,000 

資本剰余金 809,459 809,459 

利益剰余金 2,886,010 2,834,108 

自己株式 △6,391 △6,259 

株主資本合計 5,639,079 5,587,308 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,533,563 1,295,227 

土地再評価差額金 7,862,984 7,862,984 

評価・換算差額等合計 9,396,548 9,158,211 

純資産合計 15,035,627 14,745,520 

負債純資産合計 45,827,521 43,979,463 



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高  

運輸作業収入 2,712,967 

港湾営業収入 60,098 

不動産売上高 133,561 

機械営業収入 540,873 

ホテル営業収入 882,756 

商品売上高 1,755,920 

その他の事業収入 412,594 

売上高 6,498,772 

売上原価  

運輸作業費 2,404,809 

港湾営業費 50,615 

不動産売上原価 78,494 

機械営業費 525,262 

ホテル営業費 761,247 

商品売上原価 1,683,866 

その他の事業費用 269,120 

売上原価 5,773,416 

売上総利益 725,355 

販売費及び一般管理費  

役員報酬 53,170 

給料 72,784 

賞与 17,515 

賞与引当金繰入額 4,672 

退職給付費用 10,419 

役員退職慰労引当金繰入額 6,968 

福利厚生費 38,224 

減価償却費 6,855 

雑費 175,146 

販売費及び一般管理費合計 385,756 

営業利益 339,599 

営業外収益  

受取利息 2,914 

受取配当金 60,442 

雑収入 16,780 

営業外収益合計 80,137 

営業外費用  

支払利息 57,682 

雑支出 4,836 

営業外費用合計 62,519 

経常利益 357,216 



（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

特別利益  

固定資産売却益 5,916 

貸倒引当金戻入額 849 

特別利益合計 6,766 

特別損失  

固定資産処分損 628 

投資有価証券評価損 2,715 

販売用不動産評価損 13,621 

その他 1,747 

特別損失合計 18,712 

税金等調整前四半期純利益 345,271 

法人税、住民税及び事業税 181,139 

法人税等調整額 △76,649 

法人税等合計 104,489 

四半期純利益 240,781 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純利益 345,271 

減価償却費 156,313 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,334 

賞与引当金の増減額（△は減少） 59,625 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,164 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △28,868 

受取利息及び受取配当金 △63,356 

支払利息 57,682 

有形固定資産売却益 △5,916 

有形固定資産処分損 628 

投資有価証券評価損益（△は益） 2,715 

ゴルフ会員権評価損 1,500 

たな卸資産評価損 13,709 

売上債権の増減額（△は増加） △747,361 

たな卸資産の増減額（△は増加） 17,683 

その他の資産の増減額（△は増加） △591,399 

仕入債務の増減額（△は減少） 404,226 

その他の負債の増減額（△は減少） 781,916 

その他 △2,488 

小計 411,711 

利息及び配当金の受取額 63,356 

利息の支払額 △58,224 

法人税等の支払額 △130,378 

法人税等の還付額 8,683 

営業活動によるキャッシュ・フロー 295,148 

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 △10,900 

定期預金の払戻による収入 10,000 

有価証券の売却による収入 12,000 

有形固定資産の取得による支出 △196,521 

有形固定資産の売却による収入 6,914 

投資有価証券の取得による支出 △82 

貸付けによる支出 △120,000 

貸付金の回収による収入 41,430 

その他の支出 △62,979 

その他の収入 2,291 

投資活動によるキャッシュ・フロー △317,847 



（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 500,000 

長期借入れによる収入 300,000 

長期借入金の返済による支出 △654,085 

リース債務の返済による支出 △550 

自己株式の取得による支出 △131 

配当金の支払額 △175,358 

財務活動によるキャッシュ・フロー △30,124 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △52,823 

現金及び現金同等物の期首残高 400,803 

現金及び現金同等物の四半期末残高 347,979 



 当連結会計年度より「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」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結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）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 (注) １ 事業区分は、四半期連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。 

２ 事業区分に属する主な内容 

事業区分                 主なる事業内容 

運輸作業部門  ……… 港湾運送事業、通運事業、倉庫事業、貨物自動車事業 

港湾部門    ……… 船舶碇繋場業(繋船、纜取、給水業務) 

不動産部門   ……… 土地建物の賃貸、分譲及び仲介業 

機械販売部門  ……… 建設機械等の販売、修理及び整備業 

ホテル事業部門 ……… ホテル、結婚式場、レストランの経営 

商品販売部門  ……… セメント製品等の販売、輸入製品の販売 

その他事業部門 ……… 産業廃棄物の処理業務、通関業務、船舶代理店業務、保険代理店業務、 

            航空貨物取扱業務、物品賃貸業、ＯＡ機器の販売 

ｂ．所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間において在外子会社及び在外支店はありません。 

ｃ．海外売上高 

当第１四半期連結累計期間において海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しておりま

す。 

（６）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。 

  
運輸作業 
部門 
(千円) 

港湾部門 

(千円) 

不動産部門 

(千円) 

機械販売 
部門 
(千円) 

ホテル事業
部門 
(千円) 

商品販売 
部門 
(千円) 

その他事業 
部門 
(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 

(千円) 

 売上高                    

(1)外部顧客に対する 

  売上高 
2,712,967 60,098 133,561 540,873 882,756 1,755,920 412,594 6,498,772 ― 6,498,772 

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
21,022 ― 126,171 2,918 7,915 34,034 3,011 195,074 (195,074) ― 

計 2,733,990 60,098 259,732 543,791 890,671 1,789,955 415,605 6,693,846 (195,074) 6,498,772 

 営業利益 275,652 9,307 101,088 15,667 9,798 48,418 144,342 604,274 (264,675) 339,599 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ売上高   

    運輸作業収入 2,706,538 

  港湾営業収入 65,718 

  不動産営業収入 94,211 

  機械営業収入 455,217 

  ホテル営業収入 929,172 

  商品売上高 1,392,736 

  その他事業収入 375,130 

   計 6,018,724 

Ⅱ売上原価   

  運輸作業費 2,355,932 

  港湾営業費    61,860 

  不動産営業費 47,474 

  機械営業費   441,524 

  ホテル営業費 822,573 

  商品売上原価  1,336,563 

  その他事業経費  226,392 

   計 5,292,321 

  売上総利益 726,403 

Ⅲ販売費及び一般管理費   

役員報酬 54,992 

給料 70,814 

賞与金  17,973 

賞与引当金繰入額  6,306 

退職給付費用  10,719 

役員退職慰労引当金繰入
額  5,966 

福利厚生費  34,201 

減価償却費  8,285 

雑費  231,999 

 計  441,258 

 営業利益 285,145 

 



科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅳ営業外収益   

受取利息 2,001 

受取配当金 48,236 

雑収入  5,605 

 計 55,843 

Ⅴ営業外費用   

支払利息  47,907 

雑支出 4,211 

 計  52,118 

 経常利益 288,870 

Ⅵ特別利益   

固定資産売却益 2,985 

貸倒引当金戻入益  2,826 

保証債務戻入益  587 

 計 6,399 

Ⅶ特別損失   

固定資産処分損 16,552 

過年度役員退職慰労引当
金繰入額 167,710 

 計  184,262 

税金等調整前第１四半期純
利益 111,007 

法人税、住民税及び事業税 193,026 

法人税等調整額  △142,911 

第１四半期純利益 60,892 



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 
（平成20年3月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税金等調整前第１四半
期純利益 111,007 

減価償却費 168,496 

貸倒引当金の増加額 465 

 賞与引当金の増加額  64,860 

役員賞与引当金の減少
額  

△14,030 

退職給付引当金の減少
額  

△17,587 

役員退職慰労引当金の
増加額  173,676 

受取利息及び受取配当
金  

△50,238 

支払利息 47,907 

有形固定資産売却益 △2,985 

有形固定資産処分損  16,552 

売上債権の増加額  △54,376 

棚卸資産の増加額  △7,297 

その他の資産の増加額 △127,745 

仕入債務の減少額 △772,818 

その他負債の増加額  156,723 

その他  △7,087 

小計 △314,477 

利息及び配当金の受取
額  50,238 

利息の支払額  △50,478 

法人税等の支払額  △318,702 

法人税等の還付額  864 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△632,556 

 



 
前年同四半期 
（平成20年3月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 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  

△11,200 

定期預金の払戻による
収入  10,000 

有形固定資産の取得に
よる支出  

△429,275 

有形固定資産の売却に
よる収入  2,364 

投資有価証券の取得に
よる支出  

△99 

投資有価証券の売却に
よる収入  5,000 

貸付による支出  △120,000 

貸付金の回収による収
入 29,430 

その他投資活動による
収入  

△11,744 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△525,524 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー   

短期借入金の純増加額  1,084,000 

長期借入れによる収入  1,100,000 

長期借入金の返済によ
る支出  

△602,955 

親会社による配当金の
支払  

△175,342 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 1,405,702 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
加額 247,622 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 327,467 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第1
四半期末残高 575,089 



（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日） 

 (注) １ 事業区分は、四半期連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しております。 

２ 事業区分に属する主な内容   

          事業区分                    主なる事業内容 

 運輸作業部門  ……… 港湾運送事業、通運事業、倉庫事業、貨物自動車事業  

 港湾部門    ……… 船舶碇繋場業(繋船、纜取、給水業務)  

 不動産部門   ……… 土地建物の賃貸、分譲及び仲介業  

 機械販売部門  ……… 建設機械等の販売、修理及び整備業  

 ホテル事業部門 ……… ホテル、結婚式場、レストランの経営  

 商品販売部門  ……… セメント製品等の販売、輸入製品の販売  

 その他事業部門 ……… 産業廃棄物の処理業務、通関業務、船舶代理店業務、保険代理店業務、  

             航空貨物取扱業務、物品賃貸業、ＯＡ機器の販売  

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は287,650千円であり、その主なもの

は、当社の総務部、人事部、経理部等の管理部門に係る費用であります。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間において在外子会社及び在外支店はありません。 

ｃ．海外売上高 

前第１四半期連結累計期間において海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しておりま

す。 

  
運輸作業 
部門 
(千円) 

港湾部門 

(千円) 

不動産部門 

(千円) 

機械販売 
部門 
(千円) 

ホテル事業
部門 
(千円) 

商品販売 
部門 
(千円) 

その他事業 
部門 
(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ売上高及び営業利益                    

(1)外部顧客に対する 

  売上高 
2,706,538 65,718 94,211 455,217 929,172 1,392,736 375,130 6,018,724 ― 6,018,724 

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
14,675 ― 149,364 20,918 8,266 34,110 3,264 230,601 (230,601) ― 

計 2,721,213 65,718 243,576 476,136 937,438 1,426,847 378,394 6,249,326 (230,601) 6,018,724 

営業費用 2,422,786 62,059 149,990 461,253 948,643 1,401,122 228,569 5,674,426 59,153 5,733,579 

営業利益 

(△営業損失) 
298,427 3,658 93,586 14,882 △11,204 25,724 149,825 574,899 (289,754) 285,145 
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