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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 24,055 ― 1,663 ― 1,689 ― 1,054 ―

20年3月期第2四半期 20,763 3.9 1,104 △1.9 1,113 △1.4 638 △43.9

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2四半期 36.49 ―

20年3月期第2四半期 22.09 ―

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2四半期 26,400 11,048 41.8 381.77
20年3月期 27,470 10,524 38.2 363.49

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  11,028百万円 20年3月期  10,500百万円

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 ― ― ― 8.00 8.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 8.00 8.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 46,000 0.3 3,200 1.2 3,200 1.2 1,950 8.2 67.50

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  

（注）詳細は、３～４ページ【定性的情報・財務情報等】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、３～４ページ【定性的情報・財務情報等】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．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、３ページ【定性的情報・
財務諸表】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。  

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2四半期  29,106,000株 20年3月期  29,106,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  217,511株 20年3月期  217,378株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  28,888,559株 20年3月期第2四半期  28,890,818株



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２四半期連結累計期間の国際経済は、アジアは中国を中心に総じて拡大基調を維持して推移いたしましたが、

欧米の景気後退やその他地域への波及により厳しさを増した状況となりました。我が国経済も企業収益が減少、個人

消費も伸び悩むなど景気停滞基調にて推移しました。

　このような環境の中、 当社ではグループの総力をあげて営業活動を展開した結果、事業の種類別セグメントの業績

は次のとおりとなりました。

　  上段：営業収入　下段：営業損益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円）

事業の種類別セグメント

の状況

前第２四半期連結累計期間

（自　平成19年4月1日

　至　平成19年9月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自　平成20年4月1日

　至　平成20年9月30日）

増減額 増減率

港湾事業
8,006 9,367 1,360 17.0%

918 1,141 223 24.3%

物流事業
8,339 8,705 365 4.4%

186 307 120 64.8%

プラント事業
4,184 5,754 1,569 37.5%

△34 181 215 －

不動産その他事業
232 228 △4 -1.9%

34 33 △1 -3.0%

（注）前年同四半期の金額および増減額・率は参考として記載しております。

(A)港湾事業

当社港湾事業の主たる営業拠点である京浜港は貿易量の減少が懸念されましたが、北米向け貨物が減少しましたもの

の、アジア・中東等その他の地域との貿易が底堅く増加基調で推移いたしました。当社においては、車輌、建設機械

およびコンテナ等の取扱い量が順調に伸び、また他部門との連携強化により収益拡大をめざして取組んでおりますプ

ラント貨物等の取扱いも順調に伸張したことにより増収増益となりました。

 

(B)物流事業

物流事業は前期より収益力と採算性の向上を目指し事業と内外子会社の再編と合理化を取り進めております。当期は

輸出入貨物及び陸上輸送の取扱いが全般に堅調に推移し、大型海上輸送案件の受注や新規の青果関連の国内輸送等が

収益増に寄与、また不採算事業の整理によるコスト削減効果等により採算が向上した結果、増収増益となりました。

 

(C)プラント事業

プラント事業は、国内においては公共事業・設備投資が低調に推移するなど厳しい環境に転じており、海外について

も景気の減速感が現れてきましたもののタイ・シンガポールにおける事業展開は総じて順調に推移いたしました。国

内においては電力・石油化学プラント関連事業を中心に、シンガポール・タイにおいては石油化学プラントを中心と

して受注が伸張、中越沖地震の影響を受けた前年同期に比べ大幅な増収増益となりました。

(D)不動産・その他事業

不動産・その他事業の連結営業収入は一部テナントの退去等により若干ながら減収減益となりました。



２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期連結会計期間末における総資産は主に営業債権及び保有する有価証券の評価額が減少したことにより、

前連結会計年度末に比べ10億７千万円減少し264億円となりました。負債は主に営業債務および有利子負債の減少によ

り前連結会計年度末に比べ15億９千４百万円減少し153億５千２百万円となりました。純資産については、その他有価

証券評価差額金が減少した一方で利益剰余金が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ５億２千３百万円増加

し110億４千８百万円となりました。

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、税金等調整前四半期純利益17億３千８百万円

を計上したこと等により営業活動におけるキャッシュ・フローは増加いたしましたが、投資活動および財務活動に資

金を要したことにより、前連結会計年度末に比べ９千４百万円減少し26億４千２百万円となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当下半期の世界経済は、サブプライムローン問題に端を発した金融危機の実体経済への波及により後退局面入りが

懸念され、国内経済も企業収益の悪化に伴う設備投資と個人消費の縮小による景気の低迷が予想されるなど、当社を

取巻く事業環境も厳しさを増してくるものと予想されます。

　通期の見通しにつきましては、港湾事業および物流事業につきましては当下半期は輸出入貨物の取扱量の減少が予

想されますが当上半期において特に港湾事業の取扱量が予想を上回り推移いたしましたこと、プラント事業につきま

しては海外工事の一部において工程変更による次期への遅延等が予想されておりますが新規案件等を順調に受注して

おりますことから、通期の連結業績予想につきましては、前回公表（平成20年７月31日公表）いたしましたとおり営

業収入460億円、経常利益32億円に変更はありません。

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　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　法人税等の納付税額の算定に関しては、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する方法によっ

ております。

　繰延税金資産の回収可能性に関しては、前連結会計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・

プランニングに、前連結会計年度末からの重要な一時差異の変動を加味したものを使用する方法によっております。

（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

・会計処理に関する事項の変更

　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　貯蔵品は、従来、先入先出法による原価法によっておりましたが、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、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下げの方法）により算定しております。なお、これ

による損益に与える影響はありません。

　③　第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実

務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。なお、これによる損

益に与える影響はありません。



　④　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、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、これによる損益に与える影響はありません。

　平成20年３月31日以前に開始した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。

・追加情報

　①　有形固定資産の耐用年数の変更

  当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数については、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、一部の資産について改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。なお、これ

による損益に与える影響は軽微であります。なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。



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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 2,647,998 2,742,402

受取手形及び営業未収金 9,008,852 9,534,490

貯蔵品 9,307 9,838

繰延税金資産 286,556 375,785

その他 554,717 680,416

貸倒引当金 △26,045 △12,058

流動資産合計 12,481,386 13,330,874

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,422,966 5,692,777

機械装置及び運搬具（純額） 728,204 799,666

工具、器具及び備品（純額） 140,880 155,812

土地 2,605,385 2,605,385

リース資産（純額） 110,003 －

建設仮勘定 721,023 289,415

有形固定資産合計 9,728,463 9,543,057

無形固定資産   

その他 1,247,038 1,233,747

無形固定資産合計 1,247,038 1,233,747

投資その他の資産   

投資有価証券 1,297,128 1,718,050

繰延税金資産 555,469 574,911

その他 1,163,394 1,141,884

貸倒引当金 △72,740 △72,251

投資その他の資産合計 2,943,252 3,362,595

固定資産合計 13,918,754 14,139,400

資産合計 26,400,141 27,470,275

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 4,658,385 5,236,228

短期借入金 1,553,601 2,348,246

1年内返済予定の長期借入金 1,859,710 1,814,710

リース債務 25,167 －

未払法人税等 622,012 673,021

繰延税金負債 1,197 1,428

賞与引当金 417,840 598,819

役員賞与引当金 25,800 51,600

未払費用 254,767 296,749



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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) 

その他 689,217 907,086

流動負債合計 10,107,701 11,927,891

固定負債   

長期借入金 2,043,203 1,605,558

リース債務 91,462 －

繰延税金負債 8,213 153,353

退職給付引当金 2,708,066 2,820,967

役員退職慰労引当金 113,806 132,017

負ののれん 21,768 32,652

その他 257,858 273,662

固定負債合計 5,244,379 5,018,210

負債合計 15,352,080 16,946,102

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,455,300 1,455,300

資本剰余金 330,682 330,659

利益剰余金 8,759,751 7,936,665

自己株式 △33,548 △33,447

株主資本合計 10,512,185 9,689,177

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 501,894 751,690

為替換算調整勘定 14,580 59,865

評価・換算差額等合計 516,475 811,556

少数株主持分 19,400 23,439

純資産合計 11,048,061 10,524,172

負債純資産合計 26,400,141 27,470,275



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業収入 24,055,735

営業費用 19,435,575

営業総利益 4,620,160

業務費及び一般管理費 2,956,504

営業利益 1,663,655

営業外収益  

受取利息 4,428

受取配当金 19,566

負ののれん償却額 10,884

持分法による投資利益 1,940

消費税等納付免除益 15,456

その他 23,067

営業外収益合計 75,342

営業外費用  

支払利息 47,152

その他 2,198

営業外費用合計 49,350

経常利益 1,689,647

特別利益  

固定資産売却益 55,443

特別利益合計 55,443

特別損失  

固定資産除売却損 638

退職給付費用 5,900

特別損失合計 6,538

税金等調整前四半期純利益 1,738,552

法人税、住民税及び事業税 542,271

法人税等調整額 142,087

法人税等合計 684,358

四半期純利益 1,054,194



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業収入 12,064,146

営業費用 9,756,057

営業総利益 2,308,089

業務費及び一般管理費 1,524,215

営業利益 783,873

営業外収益  

受取利息 1,063

受取配当金 7

負ののれん償却額 5,442

持分法による投資利益 6,591

消費税等納付免除益 6,120

その他 16,921

営業外収益合計 36,145

営業外費用  

支払利息 23,990

その他 309

営業外費用合計 24,300

経常利益 795,718

特別利益  

固定資産売却益 53,865

特別利益合計 53,865

特別損失  

固定資産除売却損 205

退職給付費用 5,900

特別損失合計 6,105

税金等調整前四半期純利益 843,478

法人税、住民税及び事業税 145,534

法人税等調整額 177,850

法人税等合計 323,385

四半期純利益 520,093



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 1,738,552

減価償却費 452,164

負ののれん償却額 △10,884

退職給付引当金の増減額（△は減少） △112,900

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △18,211

賞与引当金の増減額（△は減少） △180,978

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25,800

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,476

受取利息及び受取配当金 △23,994

支払利息 47,152

持分法による投資損益（△は益） △1,940

有形固定資産除売却損益（△は益） △54,805

営業債権の増減額（△は増加） 290,555

営業債務の増減額（△は減少） △357,733

未払消費税等の増減額（△は減少） △25,556

その他の資産の増減額（△は増加） △85,298

その他の負債の増減額（△は減少） △17,149

その他 6,083

小計 1,633,733

利息及び配当金の受取額 23,435

利息の支払額 △47,781

法人税等の支払額 △592,828

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,016,558

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 △552,346

有形固定資産の売却による収入 61,629

定期預金の預入による支出 △5,528

定期預金の払戻による収入 5,512

貸付けによる支出 △61,212

貸付金の回収による収入 29,814

その他の支出 △65,325

その他の収入 42,518

投資活動によるキャッシュ・フロー △544,936



（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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） △788,113

長期借入れによる収入 1,200,000

長期借入金の返済による支出 △717,355

リース債務の返済による支出 △5,213

配当金の支払額 △229,389

その他 △77

財務活動によるキャッシュ・フロー △540,149

現金及び現金同等物に係る換算差額 △25,892

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △94,419

現金及び現金同等物の期首残高 2,736,889

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,642,470



　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

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

 
港湾事業
(千円)

物流事業
(千円)

プラント事業
(千円)

不動産・その
他事業

(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

営業収入        

(1）外部顧客に対する営業収

入
4,895,393 4,224,589 2,828,558 115,605 12,064,146 － 12,064,146

(2）セグメント間の内部営業

収入又は振替高
334,872 254,162 36,782 13,636 639,453 (639,453) －

計 5,230,266 4,478,751 2,865,340 129,241 12,703,600 (639,453) 12,064,146

営業利益 572,800 134,849 66,747 9,475 783,873 － 783,873

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

 
港湾事業
(千円)

物流事業
(千円)

プラント事業
(千円)

不動産・その
他事業

(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

営業収入        

(1）外部顧客に対する営業収

入
9,367,251 8,705,419 5,754,673 228,391 24,055,735 － 24,055,735

(2）セグメント間の内部営業

収入又は振替高
483,542 292,430 66,773 27,273 870,020 (870,020) －

計 9,850,794 8,997,850 5,821,446 255,664 24,925,755 (870,020) 24,055,735

営業利益 1,141,775 307,056 181,236 33,586 1,663,655 － 1,663,655

　（注）１．事業区分の方法：事業区分は連結会社の事業活動における業務の種類・性質及び役務の提供方法の類似性を

勘案し、区分しております。

２．各事業区分に属する主要な内容

港湾事業　　　　　：港湾荷役作業、ターミナル作業、港湾関連作業

物流事業　　　　　：物流貨物の輸送及び取扱業、貨物保管荷捌及び取扱業

プラント事業　　　：大型機械等の輸送据付、保繕作業、構内作業

不動産・その他事業：不動産賃貸業及びその他事業

３．第１四半期連結会計期間より、「港湾運送事業」を「港湾事業」に名称変更しております。

４．追加情報

　当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数については、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、一部の資産について改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。

なお、これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。



〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

日本
（千円）

アジア
（千円）

米国
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

営業収入       

(1）外部顧客に対する営業収入 10,493,621 1,495,157 75,367 12,064,146 － 12,064,146

(2）セグメント間の内部営業収入又は

振替高
17,204 5,860 28,435 51,499 (51,499) －

計 10,510,825 1,501,017 103,802 12,115,645 (51,499) 12,064,146

営業利益 699,347 82,298 2,226 783,873 － 783,873

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

日本
（千円）

アジア
（千円）

米国
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

営業収入       

(1）外部顧客に対する営業収入 20,826,910 2,829,513 399,311 24,055,735 － 24,055,735

(2）セグメント間の内部営業収入又は

振替高
36,898 10,719 41,712 89,329 (89,329) －

計 20,863,808 2,840,232 441,023 24,145,064 (89,329) 24,055,735

営業利益 1,605,495 50,393 7,766 1,663,655 － 1,663,655

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度によって区分しております。

　　　　２．当第２四半期連結会計期間の「アジア」に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　アジア　　　　……　シンガポール、タイ、マレーシア

　　　　３．追加情報

　当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数については、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、一部の資産について改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。

なお、これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。



〔海外売上高〕

　当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

 アジア 米国 計

Ⅰ　海外営業収入　（千円） 1,495,157 172,433 1,667,590

Ⅱ　連結営業収入　（千円） － － 12,064,146

Ⅲ　連結営業収入に占める海外営業収入の割
合　（％）

12.4　 1.4 13.8

　当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

 アジア 米国 計

Ⅰ　海外営業収入　（千円） 2,829,513 496,377 3,325,890

Ⅱ　連結営業収入　（千円） － － 24,055,735

Ⅲ　連結営業収入に占める海外営業収入の割
合　（％）

11.7 2.1 13.8

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度によって区分しております。

　　　　２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　アジア　……　シンガポール、タイ、マレーシア

　米国　　……　米国

　　　　３．海外営業収入は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における営業収入であります。

（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。



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収入  20,763,714 100

Ⅱ　営業費用  16,684,823 80.4

営業総利益  4,078,891 19.6

Ⅲ　業務費及び一般管理費  2,973,983 14.3

営業利益  1,104,907 5.3

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 7,655   

２．受取配当金 16,657   

３．負ののれん償却額 10,884   

４．持分法による投資利益 19,156   

５．その他 21,723 76,076 0.4

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 52,002   

２．社名変更費用 11,122   

３．その他 4,548 67,673 0.3

経常利益  1,113,310 5.4

Ⅵ　特別利益    

１．固定資産売却益 112,290 112,290 0.5

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産売除却損 6,417 6,417 0.0

税金等調整前中間純利益  1,219,183 5.9

法人税、住民税及び事業税 444,220   

法人税等調整額 136,797 581,017 2.8

中間純利益  638,166 3.1
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