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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 12,169 ― 602 ― 568 ― 316 ―

20年3月期第2四半期 11,855 1.0 496 △40.2 452 △45.4 90 △79.3

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2四半期 11.74 ―

20年3月期第2四半期 3.34 ―

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 44,249 14,383 32.5 533.09
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2四半期  14,383百万円 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 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３～４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2四半期  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2四半期  18,313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2四半期  26,982,277株 20年3月期第2四半期  26,982,824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 

 平成２０年４月１日から９月３０日までの６か月間（以下、当第２四半期）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に加え、米国サブプライムローン問題に端を発した国際金融危機により、実体経済への影響が

懸念される事態となり、景況感は悪化してきているものと認識しております。 

 このような事業環境の中にあって、当社グループは、顧客満足度を最優先に位置づけ、積極的な営業活動を展開

し、継続して現場作業、業務の効率化に努め、各事業部門を強化して参りました。 

 これらの結果、当第２四半期の売上高は１２１億６千９百万円（前年同期比２．７％の増収）、経常利益は５億６

千８百万円（前年同期比２５．８％の増益）、四半期純利益は３億１千６百万円（前年同期比２５１．９％の増益）

となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 

[運輸作業部門]  

 港湾運送事業における船内取扱数量は、一般貨物は増加したもののコンテナ貨物が減少した結果、２９５万３千ト

ン（前年同期比９．０％の減少）となり、貨物自動車運送事業収入及び倉庫事業収入などを合わせた同部門の収入は

５２億４千５百万円（前年同期比０．２％の増収）となりました。  

 損益面では、将来の業容拡大を意図した物流倉庫などの設備投資を実行した結果、減価償却費などが増加し、営業

利益は５億１千万円（前年同期比７．４％の減益）となりました。 

 なお、平成２０年９月より新潟と極東ロシアとの定期コンテナ航路が１１年ぶりに復活しております。 

[港湾部門]  

 同部門の収入は１億２千５百万円（前年同期比２．９％の減収）、経費面では主に臨港埠頭の耐久調査に基づく港

湾機能の維持を目的とした修繕費が前年同期に比べて減少した結果、営業利益は２千５百万円（前年同期は０百万円

の営業利益）となりました。 

[不動産部門]  

 前年第４四半期より小型宅地開発の販売を開始した結果、同部門の収入は５億４百万円（前年同期比３．２％の増

収）、営業利益は１億９千７百万円（前年同期比１３．７％の増益）となりました。 

[機械販売部門]  

 昨年から仕掛っていた大型機械の整備売上の増加や、前年度に受注した産業機械、建設機械の納入が完了したこと

などにより、同部門の収入は９億２千８百万円（前年同期比２１．９％の増収）、営業利益は６千２百万円（前年同

期比２３２．７％の増益）となりました。 

[ホテル事業部門]  

 株式会社ホテル新潟は、新潟市内の競争激化により減収傾向が続いております。なお、株式会社ホテル新潟につい

ては、平成２０年４月に締結した「ＩＨＧ・ＡＮＡ・ホテルズグループジャパン」との運営委託契約に基づき、当第

３四半期中に「ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟」にブランド変更する予定です。 

 株式会社ホテル大佐渡については、平成１９年７月に発生した新潟県中越沖地震の風評被害の影響も弱まり、県外

客が増加したため、当第２四半期は増収となっております。 

 その結果、同部門の収入は１７億６千９百万円（前年同期比２．７％の減収）、営業損失は６千万円（前年同期は

９千４百万円の営業損失）となりました。 

[商品販売部門]  

 衣料品の輸入が落ち込んだものの、産業機械の国内販売が堅調に推移し、また、建設資材の輸入が原材料価格の高

騰を見越した受注の増加により堅調に推移した結果、同部門の収入は３１億９千８百万円（前年同期比１．０％増

収）、営業利益は８千３百万円（前年同期比２３．０％の増益）となりました。 

[その他事業部門]  

 内航海運取扱事業は、取扱隻数が増加し増収となりました。その結果、通関業、船舶代理店業、航空貨物代理店

業、保険代理店事業、ＯＡ機器販売事業、木材リサイクル事業を合わせた同部門の収入は７億６千７百万円（前年同

期比８．５％の増収）、営業利益は２億７千３百万円（前年同期比５．０％の減益）となりました。 

 なお、「連結経営成績に関する定性的情報」に記載の前年同期比の増減率（または前年同期の金額）は参考として

記載しております。 



２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末の財政状態は、前連結会計年度末と比較して、資産は２億６千９百万円、負債は６億３千１百万円

それぞれ増加し、純資産は３億６千１百万円減少しました。 

資産の増加の主な要因は、機械販売部門や商品販売部門の販売の増加に伴う受取手形及び売掛金の増加、新潟東港

の新倉庫の建設や子会社の新社屋完成による建物及び構築物の増加であります。 

負債の増加の主な要因は、機械販売部門や商品販売部門の仕入の増加に伴う支払手形及び営業未払金の増加、新倉

庫などの設備投資による有利子負債の増加であります。 

純資産の減少の主な要因は、投資有価証券の株価下落によるその他有価証券評価差額金の減少であります。 

（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、その他の負債の増加、売上債権

の増加などにより当第２四半期は７億６千１百万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、貸付による支出などにより当第２四半期

は５億７千１百万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２四半期は２億２千７百万円の支出超過となりました。  

これらの結果、当第２四半期における現金及び現金同等物は、前連結会計年度と比較して３千８百万円減少し、当

第２四半期残高は３億６千２百万円となりました。  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期の連結業績は、平成20年５月９日に公表しました業績予想とほぼ同水準の結果となりました。 

また、当第３四半期以降の業績につきまして、直近の内外の事業環境を踏まえ改めて精査致しましたが、平成20年

５月９日に公表しました通期業績予想のとおりに推移する見込みであります。 

ただし、平成18年11月７日、新潟東港コンテナー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、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214千円、税金等調整前四半期純利益は、13,836千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、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） 

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、当連結会計年度より、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 375,447 411,703

受取手形及び売掛金 4,481,729 3,885,578

有価証券 31,300 46,296

商品 250,001 315,010

原材料 23,138 25,909

仕掛品 4,982 29,114

繰延税金資産 189,958 187,438

その他 1,131,989 1,267,484

貸倒引当金 △17,539 △12,357

流動資産合計 6,471,007 6,156,176

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 22,722,905 21,825,411

減価償却累計額 △13,242,686 △13,055,926

建物及び構築物（純額） 9,480,219 8,769,484

機械装置及び運搬具 2,399,423 2,385,914

減価償却累計額 △2,054,241 △2,035,942

機械装置及び運搬具（純額） 345,182 349,972

土地 22,184,608 22,178,124

建設仮勘定 137,025 892,080

その他 1,642,483 1,625,603

減価償却累計額 △1,427,595 △1,432,680

その他（純額） 214,888 192,922

有形固定資産合計 32,361,923 32,382,584

無形固定資産   

その他 646 181

無形固定資産合計 646 181

投資その他の資産   

投資有価証券 3,709,146 4,534,586

繰延税金資産 93,408 91,634

その他 1,763,379 991,274

貸倒引当金 △150,226 △176,976

投資その他の資産合計 5,415,707 5,440,519

固定資産合計 37,778,277 37,823,286

資産合計 44,249,284 43,979,463



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 3,202,569 2,883,228

短期借入金 7,425,000 6,950,000

1年内返済予定の長期借入金 2,621,400 2,790,652

1年内償還予定の社債 － 150,000

未払法人税等 275,651 165,277

賞与引当金 110,230 118,108

その他 1,773,872 1,550,328

流動負債合計 15,408,724 14,607,595

固定負債   

長期借入金 3,810,700 4,002,665

繰延税金負債 2,440,187 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 538,808 525,301

役員退職慰労引当金 179,367 196,943

その他 887,429 519,200

固定負債合計 14,456,920 14,626,346

負債合計 29,865,645 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 2,962,037 2,834,108

自己株式 △6,465 △6,259

株主資本合計 5,715,032 5,587,308

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 805,621 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 8,668,606 9,158,211

純資産合計 14,383,639 14,745,520

負債純資産合計 44,249,284 43,979,463



（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) 

売上高  

運輸作業収入 5,212,934

港湾営業収入 125,649

不動産売上高 251,595

機械営業収入 924,050

ホテル営業収入 1,754,144

商品売上高 3,140,206

その他の事業収入 761,262

売上高 12,169,843

売上原価  

運輸作業費 4,634,447

港湾営業費 100,057

不動産売上原価 146,834

機械営業費 862,194

ホテル営業費 1,565,656

商品売上原価 3,007,648

その他の事業費用 489,242

売上原価 10,806,081

売上総利益 1,363,762

販売費及び一般管理費  

役員報酬 106,150

給料 143,432

賞与 34,731

賞与引当金繰入額 10,755

役員賞与 3,395

退職給付費用 19,906

役員退職慰労引当金繰入額 18,261

福利厚生費 79,970

減価償却費 14,027

貸倒引当金繰入額 2,937

雑費 327,933

販売費及び一般管理費合計 761,501

営業利益 602,260

営業外収益  

受取利息 6,343

受取配当金 62,514

雑収入 27,601

営業外収益合計 96,459



（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) 

営業外費用  

支払利息 119,623

雑支出 10,121

営業外費用合計 129,745

経常利益 568,975

特別利益  

固定資産売却益 5,961

貸倒引当金戻入額 15,962

特別利益合計 21,924

特別損失  

固定資産処分損 24,756

投資有価証券評価損 3,810

販売用不動産評価損 13,621

その他 1,500

特別損失合計 43,688

税金等調整前四半期純利益 547,211

法人税、住民税及び事業税 243,578

法人税等調整額 △13,175

法人税等合計 230,402

四半期純利益 316,808



（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 547,211

減価償却費 318,293

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21,566

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,878

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,507

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17,575

受取利息及び受取配当金 △68,858

支払利息 119,623

有形固定資産売却益 △5,961

有形固定資産処分損 24,756

投資有価証券評価損益（△は益） 3,810

ゴルフ会員権評価損 1,500

売上債権の増減額（△は増加） △586,210

たな卸資産の増減額（△は増加） 83,505

その他の資産の増減額（△は増加） △560,396

仕入債務の増減額（△は減少） 321,843

その他の負債の増減額（△は減少） 754,895

その他 9,103

小計 929,602

利息及び配当金の受取額 68,858

利息の支払額 △118,480

法人税等の支払額 △130,736

法人税等の還付額 11,890

営業活動によるキャッシュ・フロー 761,135

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 △11,800

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 △454,767

有形固定資産の売却による収入 7,889

無形固定資産の取得による支出 △550

投資有価証券の取得による支出 △660

投資有価証券の売却による収入 15,000

貸付けによる支出 △120,000

貸付金の回収による収入 88,860

その他の支出 △130,568

その他の収入 24,757

投資活動によるキャッシュ・フロー △571,839



（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） 475,000

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 △1,461,217

社債の償還による支出 △150,000

リース債務の返済による支出 △2,274

自己株式の取得による支出 △205

配当金の支払額 △188,654

財務活動によるキャッシュ・フロー △227,351

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △38,055

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 362,747



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２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年９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  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

当第２四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。  

〔海外売上高〕 

当第２四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 
5,212,934 125,649 251,595 924,050 1,754,144 3,140,206 761,262 12,169,843 ― 12,169,843 

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
32,350 ― 253,339 4,665 15,691 57,794 6,508 370,348 (370,348) ― 

計 5,245,284 125,649 504,935 928,715 1,769,835 3,198,000 767,770 12,540,191 (370,348) 12,169,843 

営業利益 

(△営業損失) 
510,728 25,242 197,216 62,135 △60,539 83,339 273,975 1,092,099 (489,838) 602,260 



「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売上高       

    運輸作業収入 5,196,300     

  港湾営業収入 129,336     

  不動産営業収入 190,711     

  機械営業収入 732,374     

  ホテル営業収入 1,803,563     

  商品売上高 3,102,194     

  その他事業収入 701,094 11,855,574 100.0 

Ⅱ売上原価       

  運輸作業費 4,560,615     

  港湾営業費    128,800     

  不動産営業費 94,527     

  機械営業費   715,020     

  ホテル営業費 1,680,071     

  商品売上原価  2,979,648     

  その他事業経費  415,093 10,573,777 89.2 

  売上総利益   1,281,797 10.8 

Ⅲ販売費及び一般管理費       

役員報酬 105,932     

給料 136,676     

賞与金  38,277     

賞与引当金繰入額  7,670     

役員賞与  3,207     

退職給付費用  19,541     

役員退職慰労引当金繰入額  17,850     

福利厚生費  76,683     

貸倒引当金繰入額 4,449     

減価償却費  15,886     

雑費  359,563 785,736 6.6 

 営業利益   496,060 4.2 

 



  
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 
（％） 

Ⅳ営業外収益       

受取利息 4,724     

受取配当金 50,286     

雑収入  10,959 65,970 0.5 

Ⅴ営業外費用       

支払利息  100,890     

雑支出 8,810 109,701 0.9 

 経常利益   452,329 3.8 

Ⅵ特別利益       

固定資産売却益 6,207     

貸倒引当金戻入益  149     

保証債務戻入益  780 7,137 0.1 

Ⅶ特別損失       

固定資産処分損 27,078     

過年度役員退職慰労引当金
繰入額 

162,146 189,225 1.6 

税金等調整前中間純利益   270,241 2.3 

法人税、住民税及び事業税 189,795     

法人税等調整額  △9,579 180,216 1.5 

中間純利益   90,025 0.8 

        



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
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） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税金等調整前中間純利益 270,241 

減価償却費 340,848 

貸倒引当金の減少額 △103,684 

 賞与引当金の減少額  △7,275 

役員賞与引当金の減少
額  

△14,030 

退職給付引当金の減少額  △29,638 

役員退職慰労引当金の増
加額  179,997 

受取利息及び受取配当金  △55,011 

支払利息 100,890 

有形固定資産売却益 △6,207 

有形固定資産処分損  27,078 

売上債権の減少額  692,121 

棚卸資産の増加額  △22,539 

その他の資産の増加額 △40,068 

仕入債務の減少額 △984,034 

その他負債の減少額 △119,555 

その他  92,672 

小計 321,804 

利息及び配当金の受取額  55,011 

利息の支払額  △100,335 

法人税等の支払額  △318,973 

法人税等の還付額  7,623 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△34,870 

 



 
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） 

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  

△12,400 

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  

△890,013 

有形固定資産の売却によ
る収入  32,988 

投資有価証券の取得によ
る支出  

△654 

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 118,860 

その他投資活動による支
出  

△41,248 

その他投資活動による収
入  4,394 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△893,072 

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  741,000 

長期借入れによる収入  1,700,000 

長期借入金の返済による
支出  

△1,243,678 

社債の償還による支出  △150,000 

自己株式の取得による支
出  

△175 

親会社による配当金の支
払  

△188,717 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 858,429 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少
額 

△69,512 

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中間
期末残高 257,954 



（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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） 

 （注）１ 事業区分は、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505,990千円であり、その主なもの 

      は、当社の総務人事部、経理部等の管理部門に係る費用であります。 

  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間において在外子会社及び在外支店はありません。 

〔海外売上高〕 

前中間連結会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) 

 売上高                    

(1)外部顧客に対する 

  売上高 
5,196,300 129,336 190,711 732,374 1,803,563 3,102,194 701,094 11,855,574 ― 11,855,574 

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
38,313 ― 298,729 29,453 14,970 65,168 6,636 453,272 (453,272) ― 

計 5,234,613 129,336 489,441 761,828 1,818,534 3,167,363 707,730 12,308,847 (453,272) 11,855,574 

 営業費用  4,682,976 129,200 316,061 743,150 1,913,130 3,099,581 419,425 11,303,526 55,988 11,359,514 

営業利益 

(△営業損失) 
551,637 135 173,380 18,677 △94,596 67,781 288,304 1,005,321 (509,261) 496,060 
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