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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 3,881 ― 2 ― 21 ― 16 ―
20年3月期第1四半期 3,882 △3.9 11 △88.5 28 △76.9 22 △70.1

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 1.10 ―
20年3月期第1四半期 1.50 ―

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 9,021 2,828 31.4 192.84
20年3月期 8,613 2,766 32.1 188.61

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,828百万円 20年3月期  2,766百万円

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） ――― ― ― 6.00 6.00

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 8,240 ― 85 ― 100 ― 60 ― 4.09
通期 16,680 1.3 310 △1.9 345 5.9 190 8.2 12.95

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  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。]  

(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、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。]  

(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．上記の業績予想は本資料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、実際の業績は今後様々な要因により予想数値と異なる場合がありま
す。なお、上記予想に関する事項は２ページ「【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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。  

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  14,700,000株 20年3月期  14,700,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  31,244株 20年3月期  31,244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  14,668,756株 20年3月期第1四半期  14,669,917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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題による金融市場の混乱や、米

国経済の減速、原油・穀物等原材料価格の高騰に伴う物価上昇等により、個人消費が伸び悩むなど景気の減
速傾向が強まり、先行き不透明な状況で推移しました。
このような経済環境の中、当社グループは、新規顧客を中心に積極的な営業展開と企業体質の強化に努め

てまいりました結果、総取扱量は前年同期間比4.9％増加しましたが、当社主力取扱い品目である繊維製品の
減少、顧客のコスト削減要請等により、売上高は38億81百万円余(対前年同期間 １百万円余減)の計上となり
ました。損益面につきましては、外注費比率が前年同期間比0.4ポイント増加したことにより営業総利益は前
年同期間比3.2％減少し２億76百万円余(対前年同期間 ９百万円余減)、営業利益は２百万円余(対前年同期間
 ９百万円余減)、経常利益につきましては、21百万円余(対前年同期間７百万円余減)、四半期純利益は16百
万円余(対前年同期間５百万円余減）の計上となっております。

各部門の概要は次のとおりであります。
(1) 港湾運送事業部門

港湾運送部門におきましては、船積運送(輸出)の取扱量は繊維製品が減少したものの、機械機器製品、
雑貨が増加したことにより前年同期間比7.8％増加し、売上高は前年同期間比2.6％増の計上となりました。
陸揚運送(輸入)の取扱量は、繊維製品が減少、機械製品、雑貨が増加し前年同期間比4.9％増加しました
が、顧客のコスト削減要請等により、売上高は前年同期間比2.8％減の計上となりました。この結果、港湾
運送事業収入は、前年同期間比0.1％増加し22億35百万円余となりました。

(2) 国際輸送事業部門
国際輸送部門におきましては、輸出はインド向け産業資材・自動車関連機器類の取扱いは堅調に推移し

ましたが、北米向けを中心に取扱量を落とし、売上高は前年同期間比2.2％減少しました。輸入は中国の華
北地域からの落ち込みがありましたが、華北以外の地域からの取扱いは堅調に推移したことにより、売上
高は前年同期間比1.0％増加しました。この結果、国際輸送事業収入は、前年同期間比0.2％増加し13憶69
百万円余となりました。

(3) 兼業事業部門
兼業事業部門におきましては、通関業の売上高は前年同期間比2.4％減、倉庫業の売上高は前年同期間比

19.0％減、その他代理店業は9.0％増となり、兼業事業収入は前年同期間比2.4％減の２億76百万円余とな
りました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ４億８百万円余増加し、90億21百万円

余となりました。流動資産は１億15百万円余増の33億43百万円余、固定資産は２億92百万円余増の56億78百
万円余であります。
流動資産増加の主な要因は、現金及び預金の増加等によるものであります。
固定資産増加の主な要因は、時価評価差額による投資有価証券の増加等によるものであります。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ１億57百万円余増加し、41億43百万円余となりました。固定負債は、

前連結会計年度末に比べ、１億88百万円余増加し20憶49百万円余となりました。
流動負債増加の主な要因は、短期借入金と未払金の増加等によるものであります。
固定負債増加の主な要因は、長期借入金と繰延税金負債の増加等によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ、62百万円余増加し、28億28百万円余となりました。これは、その他

有価証券評価差額金の増加等によるものであります。
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動による資金は、１億49百万円余の増加となっており

ます。これは主に営業債務の減少１億２百万円余がありますが、その他の負債の増加１億32百万円余と賞与
引当金の増加97百万円余等によるものであります。投資活動による資金は、有形固定資産の取得や、その他
の支出等により１億13百万円余の減少となりました。財務活動による資金は長期借入金の純増加額２億円余
と配当金の支払額88百万円余により、１億12百万円余の増加となっております。以上の結果、当第１四半期
連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前期末より１億49百万円余増加し７億55百万円余となりま
した。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月16日に公表いたしました業績予想に変更はござ

いません。
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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
① 固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する
方法によっております。

② 税金費用の計算
法人税等の計算額につきましては、見積実効税率を用いた簡便な方法を採用しております。

(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
① 会計基準等の改正に伴う変更

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 リース取引に関する会計基準等の適用 
「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正 平成19年３月

30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平
成６年１月18日 最終改正 平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を当第１四半期連結会計
期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る
方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。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。  
　これによる損益に与える影響はありません。 
　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常
の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 
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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 755,216 606,135

受取手形及び売掛金 1,895,512 1,953,747

繰延税金資産 126,933 136,941

立替金 425,643 447,534

その他 142,545 88,430

貸倒引当金 △2,481 △4,934

流動資産合計 3,343,369 3,227,854

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,591,655 1,621,741

機械装置及び運搬具（純額） 55,958 38,482

工具、器具及び備品（純額） 13,360 11,651

土地 1,156,869 1,156,869

有形固定資産合計 2,817,843 2,828,745

無形固定資産

借地権 34,560 34,560

その他 18,567 19,524

無形固定資産合計 53,128 54,084

投資その他の資産

投資有価証券 1,692,798 1,485,973

差入保証金 819,729 732,176

その他 379,640 367,507

貸倒引当金 △84,752 △82,622

投資その他の資産合計 2,807,415 2,503,034

固定資産合計 5,678,387 5,385,864

資産合計 9,021,757 8,613,719
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（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 1,404,825 1,507,145

短期借入金 1,985,104 1,934,514

未払法人税等 12,654 23,566

賞与引当金 348,989 251,030

その他 391,496 269,397

流動負債合計 4,143,070 3,985,654

固定負債

長期借入金 1,329,792 1,179,782

繰延税金負債 217,500 138,216

退職給付引当金 447,455 485,766

役員退職慰労引当金 55,176 57,548

固定負債合計 2,049,925 1,861,313

負債合計 6,192,995 5,846,968

純資産の部

株主資本

資本金 735,000 735,000

資本剰余金 170,427 170,427

利益剰余金 1,504,714 1,576,641

自己株式 △7,386 △7,386

株主資本合計 2,402,755 2,474,682

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 432,399 313,473

繰延ヘッジ損益 △6,392 △21,404

評価・換算差額等合計 426,006 292,068

純資産合計 2,828,761 2,766,751

負債純資産合計 9,021,757 8,613,719
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(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)

営業収入

港湾運送事業収入 2,235,162

国際輸送事業収入 1,369,803

兼業事業収入 276,377

営業収入合計 3,881,343

営業費用

港湾運送事業費 2,190,720

国際輸送事業費 1,286,111

兼業事業費 127,552

営業費用合計 3,604,383

営業総利益 276,959

一般管理費 274,032

営業利益 2,927

営業外収益

受取利息及び配当金 13,749

持分法による投資利益 7,892

その他 18,299

営業外収益合計 39,942

営業外費用

支払利息 19,171

その他 2,352

営業外費用合計 21,523

経常利益 21,345

特別利益

固定資産処分益 35

貸倒引当金戻入額 2,485

その他 199

特別利益合計 2,720

特別損失

固定資産除売却損 374

特別損失合計 374

税金等調整前四半期純利益 23,691

法人税等 7,543

四半期純利益 16,147
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(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 23,691

減価償却費 39,387

退職給付引当金の増減額（△は減少） △40,682

貸倒引当金の増減額（△は減少） △322

受取利息及び受取配当金 △13,749

支払利息 19,171

持分法による投資損益（△は益） △7,892

有形固定資産除売却損益（△は益） 339

その他の損益（△は益） △75

賞与引当金の増減額（△は減少） 97,959

営業債権の増減額（△は増加） 56,104

その他の資産の増減額（△は増加） △45,050

営業債務の増減額（△は減少） △102,320

その他の負債の増減額（△は減少） 132,845

小計 159,406

利息及び配当金の受取額 13,749

利息の支払額 △8,986

法人税等の支払額 △14,459

営業活動によるキャッシュ・フロー 149,711

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 △20,970

有形固定資産の売却による収入 340

無形固定資産の取得による支出 △3,675

投資有価証券の取得による支出 △1,877

投資有価証券の売却による収入 1,500

貸付金の回収による収入 1,800

その他の収入 21,155

その他の支出 △111,427

投資活動によるキャッシュ・フロー △113,154

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 △99,400

長期借入れによる収入 300,000

配当金の支払額 △88,074

財務活動によるキャッシュ・フロー 112,525

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 149,081

現金及び現金同等物の期首残高 606,135

現金及び現金同等物の四半期末残高 755,216

決算短信 2008年08月12日 11時39分 05295xe02_in 6ページ （Tess 1.10 20080626_01）

－　7　－
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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) 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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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（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(百万円)

Ⅰ 営業収入

　 港湾運送事業収入 2,232

　 国際輸送事業収入 1,366

　 兼業事業収入 283

  営業収入合計 3,882

Ⅱ 営業費用

　 港湾運送事業費 2,197

　 国際輸送事業費 1,270

　 兼業事業費 129

　 営業費用合計 3,596

　 営業総利益 286

Ⅲ 一般管理費 274

　 営業利益 11

Ⅳ 営業外収益

　 受取利息及び配当金 12

　 持分法による投資利益 10

　 その他営業外収益 13

　 営業外収益合計 36

Ⅴ 営業外費用

　 支払利息 19

　 その他の営業外費用 0

  営業外費用合計 19

　経常利益 28

Ⅵ 特別利益

　 固定資産処分益 ―

　 役員退職金引当金戻入益 2

　 その他の特別利益 2

　 特別利益合計 4

Ⅶ 特別損失

　 固定資産廃売却損 0

　 投資有価証券評価損 ―

　 その他特別損失 ―

　 特別損失合計 0

　 税金等調整前四半期純利益 32

　 法人税、住民税及び事業税 10

　 法人税等調整額 ―

　四半期純利益 22
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