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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 22,800 ― 1,348 ― 1,464 ― 1,158 ―

20年3月期第2四半期 20,722 1.9 1,386 10.4 1,518 11.2 839 7.7

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 44.46 ―

20年3月期第2四半期 32.22 ―

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 37,131 26,636 70.6 1,005.82
20年3月期 34,804 25,919 73.3 978.29

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  26,199百万円 20年3月期  25,518百万円

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  有  
 

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
21年3月期 ― 10.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.50 17.50

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  有  
 

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 43,800 1.8 2,600 △13.4 2,800 △13.4 1,930 23.8 74.09

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． 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。 
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2四半期  27,487,054株 20年3月期  27,487,054株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,438,919株 20年3月期  1,402,654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  26,041,563株 20年3月期第2四半期  25,954,110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におけるわが国の経済は、米国サブプライムローン問題の影響や、原油・資源価格の高

止まり、円高・株安等の金融不安から景気の減速感が一層強まりました。

このような中で、名古屋港全体における貨物の荷動きは、輸出貨物につきましては、自動車の部分品等が伸び悩む一

方で、輸入貨物は原油及び粗油、石油ガス類等が増加傾向で推移しました。

　この間、当社グループは営業活動に鋭意努力を重ね、当第２四半期連結累計期間の売上高は228億円となりました。

　利益面におきましては、営業利益は13億4千8百万円、経常利益は14億6千4百万円、四半期純利益は11億5千8百万円

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あります。　　

港湾運送事業におきましては、売上高が84億3千2百万円、その内訳は、船内荷役料43億1百万円、はしけ運送料1億

9百万円、沿岸荷役料40億2千1百万円であります。

その他運輸関連事業におきましては、売上高が143億6千7百万円で、その内訳は、倉庫保管料12億8千9百万円、海

上運送料38億4千万円、陸上運送料29億6千7百万円、附帯作業料61億3千1百万円、手数料1億3千9百万円でありま

す。

　所在地別セグメントについては、全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在

地別セグメント情報の記載を省略しております。　　

なお、第1四半期連結会計期間より連結対象子会社となりました伊勢湾北方環保科技(天津)有限公司及びISEWAN

(THAILAND) CO.,LTD.は、その他運輸関連事業に含まれております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）全般の状況　

当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のための資金確保、及び健全なバランスシートの維持を財務方針

としております。　　

（総資産）　

　当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ23億2千7百万円増加して371億3千1百万

円となりました。このうち、流動資産は12億3百万円増加して137億8千6百万円、固定資産は11億2千3百万円増加して

233億4千4百万円となりました。流動資産の増加の主な要因は、現金及び預金の増加によるものであり、固定資産の

増加の要因は、弥富物流センターの完成によるものであります。一方、投資その他の資産の減少の主な要因は、第１

四半期連結会計期間より連結対象子会社となりました伊勢湾北方環保科技(天津)有限公司の影響に伴う出資金の減少

によるものであります。

（負債）　

当第２四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ16億1千万円増加し104億9千5百万円となり

ました。このうち、流動負債は10億4千7百万円増加して72億6千6百万円、固定負債は5億6千3百万円増加して32億2千

8百万円となりました。流動負債の増加の主な要因は、1年内返済予定の長期借入金の増加によるものであり、固定負

債の増加の主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。　　

（純資産）　

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ7億1千7百万円増加し266億3千6百万円と

なりました。このうち、株主資本は8億7百万円増加して260億8千4百万円、評価・換算差額等は1億2千5百万円減少し

て1億1千4百万円、少数株主持分は3千5百万円増加して4億3千6百万円となりました。株主資本の増加の主な要因は、

利益剰余金の増加によるものであります。　　　

以上の結果、自己資本比率は70.6％となりました。　
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（２）連結キャッシュ・フローの状況　

当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57億2千3百万円となり、前連結会計年度末と比較し

て14億4千2百万円の増加となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）　　

営業活動の結果得られた資金は、14億1千万円となりました。　　

主な内訳は、税金等調整前四半期純利益20億2千5百万円、売上債権の減少額6億2千8百万円及び仕入債務の減少額

3億1百万円であります。　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）　

投資活動の結果使用された資金は、19億7千万円となりました。　　

主な内訳は、定期預金の預入による支出1億5千5百万円、有形固定資産の取得による支出21億8千1百万円、投資有

価証券の取得による支出1億2千3百万円及び有形固定資産の売却による収入7億1百万円であります。　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）　　

　財務活動の結果得られた資金は、16億1千6百万円となりました。　

主な内訳は、長期借入による収入25億6千万円及び長期借入金の返済による支出7億9千8百万円であります。　　

３．連結業績予想に関する定性的情報

　今後のわが国の経済は、米国を始めとする先進国経済の低迷に加え、後進国経済の減速感、金融危機の影響から、

個人消費や輸出等が伸び悩み、景気は厳しさを増すものと予想され、先行きの不透明感が高まっています。

　このような情勢のもと、当社グループといたしましては、本年度より連結対象となった伊勢湾北方環保科技（天

津）有限公司とISEWAN(THAILAND)CO.,LTD.を含め、従来から積極的に展開してまいりました海外拠点の事業拡大を

図るとともに、国内における倉庫・荷役機器等の効率的な運用により、引き続きコスト競争力の強化、収益構造の

改善に努めてまいりたいと考えております。

　以上をふまえ、平成21年３月期の連結業績につきましては、下記のとおりに修正することといたしました。

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）  

前回発表予想(A) 43,300  3,010  3,250  2,156  82.70  

今回修正予想(B) 43,800  2,600  2,800  1,930  74.09  

増減額(B-A) 500  △410  △450  △226  △8.61  

増減率(％) 1.2  △13.6  △13.8  10.5  △10.4  

前期実績 43,042  3,003  3,232  1,558  59.78  

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

　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 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかか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）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）を第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引に係

る会計処理によっております。これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は、

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 5,878,684 4,281,255

受取手形及び売掛金 6,679,576 7,299,544

有価証券 9,895 3,177

繰延税金資産 536,252 506,203

その他 703,106 505,330

貸倒引当金 △20,879 △12,740

流動資産合計 13,786,635 12,582,771

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,687,152 4,958,382

機械装置及び運搬具（純額） 1,228,409 1,123,848

土地 8,805,020 8,341,015

建設仮勘定 131,825 1,421,700

その他（純額） 231,049 190,175

有形固定資産合計 18,083,456 16,035,122

無形固定資産   

その他 7,736 7,205

無形固定資産合計 7,736 7,205

投資その他の資産   

投資有価証券 2,341,815 2,541,530

長期貸付金 938,748 894,311

繰延税金資産 394,640 469,927

出資金 781,386 1,524,920

その他 827,360 778,650

貸倒引当金 △30,160 △30,127

投資その他の資産合計 5,253,790 6,179,213

固定資産合計 23,344,984 22,221,541

資産合計 37,131,620 34,804,312



（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   

買掛金 2,980,274 3,280,966

短期借入金 163,308 －

1年内返済予定の長期借入金 1,419,276 144,276

未払法人税等 721,828 911,239

賞与引当金 783,734 777,950

環境対策引当金 130,000 －

その他 1,068,203 1,105,189

流動負債合計 7,266,625 6,219,621

固定負債   

長期借入金 779,825 293,213

退職給付引当金 2,182,932 2,123,456

長期預り保証金 12,141 12,141

その他 253,600 236,557

固定負債合計 3,228,499 2,665,368

負債合計 10,495,125 8,884,989

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,046,941 2,046,941

資本剰余金 1,463,436 1,463,436

利益剰余金 23,250,409 22,422,320

自己株式 △675,790 △655,106

株主資本合計 26,084,997 25,277,591

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 40,788 240,492

為替換算調整勘定 73,853 －

評価・換算差額等合計 114,641 240,492

少数株主持分 436,855 401,237

純資産合計 26,636,494 25,919,322

負債純資産合計 37,131,620 34,804,312



（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 22,800,830

売上原価 18,351,058

売上総利益 4,449,772

販売費及び一般管理費 3,101,350

営業利益 1,348,421

営業外収益  

受取利息 11,889

受取配当金 31,416

持分法による投資利益 19,173

受取賃貸料 62,870

その他 19,657

営業外収益合計 145,007

営業外費用  

支払利息 9,491

為替差損 16,741

その他 2,796

営業外費用合計 29,029

経常利益 1,464,399

特別利益  

固定資産売却益 692,832

特別利益合計 692,832

特別損失  

環境対策引当金繰入額 130,000

その他 1,798

特別損失合計 131,798

税金等調整前四半期純利益 2,025,433

法人税、住民税及び事業税 688,154

法人税等調整額 166,122

法人税等合計 854,277

少数株主利益 12,676

四半期純利益 1,158,479



（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 2,025,433

減価償却費 528,748

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,172

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,784

環境対策引当金の増減額（△は減少） 130,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 59,430

受取利息及び受取配当金 △43,305

支払利息 9,491

為替差損益（△は益） 23,183

持分法による投資損益（△は益） △19,173

有形固定資産売却損益（△は益） △697,192

有形固定資産除却損 423

売上債権の増減額（△は増加） 628,078

仕入債務の増減額（△は減少） △301,875

その他 △117,126

小計 2,240,071

利息及び配当金の受取額 40,492

利息の支払額 △11,238

法人税等の支払額 △858,724

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,410,601

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 △2,181,736

有形固定資産の売却による収入 701,648

投資有価証券の取得による支出 △123,970

無形固定資産の取得による支出 △662

定期預金の預入による支出 △155,100

貸付けによる支出 △197,237

貸付金の回収による収入 2,800

その他 △16,573

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,970,831

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） 163,308

長期借入れによる収入 2,560,000

長期借入金の返済による支出 △798,388

自己株式の売却による収入 1,848

自己株式の取得による支出 △22,484

配当金の支払額 △269,242

少数株主への配当金の支払額 △17,360

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △932

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,616,748

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,208

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,037,309

現金及び現金同等物の期首残高 4,281,255

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 405,018

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,723,584



　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（自 平成20年４月１日　至 平成20年９月30日）　

 
港湾運送事業
（千円）

その他運輸関
連事業

（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 8,432,958 14,367,871 22,800,830 ― 22,800,830

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
― ― ― ― ―

計 8,432,958 14,367,871 22,800,830 ― 22,800,830

営業利益 557,755 1,235,275 1,793,031 (444,609) 1,348,421

（注）１　事業の区分は、事業の性質及び営業取引の類似性を勘案して区分しております。　

２　各事業区分の主要な内容　

港湾運送事業……港湾の船内荷役、沿岸荷役、はしけ運送の各事業　

その他運輸関連事業……海上・陸上運送、附帯、倉庫、一般廃棄物及び産業廃棄物の運送ならびに再生処理、

一般貨物自動車運送の各事業

 

〔所在地別セグメント情報〕

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）　　

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。　　

 

〔海外売上高〕

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）　　　

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の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。

６．その他の情報

該当事項はありません。　
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「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  20,722,666 100.0

Ⅱ　売上原価  16,461,527 79.4

売上総利益  4,261,139 20.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費  2,874,290 13.9

営業利益  1,386,848 6.7

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 9,592   

２．受取配当金 18,108   

３．持分法による投資利益 25,602   

４．賃貸料　 66,505   

５．その他　 25,061 144,870 0.7

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 4,288   

２．為替差損 7,734   

３．その他 1,656 13,680 0.1

経常利益  1,518,038 7.3

Ⅵ　特別利益    

１．貸倒引当金戻入額 3,027   

２．投資有価証券売却益 21,780   

３．連結子会社所有の親会社株
式売却益

249,275 274,082 1.3

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産売却損 4,195   

２．固定資産除却損 49,422 53,617 0.2

税金等調整前中間純利益  1,738,502 8.4

法人税、住民税及び事業税 742,999   

法人税等調整額 △20,376 722,623 3.5

少数株主利益  176,695 0.9

中間純利益  839,184 4.0

－ 2 －



（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 1,738,502

減価償却費 345,482

退職給付引当金の増減額
（△減少額）

9,653

役員退職慰労引当金の増減
額（△減少額）

△230,405

賞与引当金の増減額（△減
少額）

19,300

役員賞与引当金の増減額
（△減少額）

△32,000

貸倒引当金の増減額（△減
少額）

△3,226

受取利息及び受取配当金 △27,700

支払利息 4,288

為替差損益（△差益） 10,601

持分法による投資利益 △25,602

有形固定資産売却損 4,195

有形固定資産除却損 49,422

投資有価証券売却益 △21,780

連結子会社所有の親会社株
式売却

△249,275

売上債権の増減額（△増加
額）

65,289

仕入債務の増減額（△減少
額）

△167,646

その他（△減少額） 106,113

小計 1,595,211

利息及び配当金の受取額 27,152

利息の支払額 △4,288

法人税等の支払額 △682,962

営業活動によるキャッシュ・
フロー

935,112
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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

定期預金の純増減額　 △100,000

有価証券の償還による収入
　

80,423

有形固定資産の取得による
支出　

△376,763

有形固定資産の売却による
収入　

298

投資有価証券の取得による
支出　

△578,764

投資有価証券の売却による
収入　

25,080

貸付けによる支出　 △19,237

貸付金の回収による収入　 2,800

会員権の取得による支出　 △4,800

その他（△減少額）　 △129

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△971,092

Ⅲ　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　

△50,886

自己株式の取得による支出
　

△2,553

配当金の支払額　 △260,867

少数株主への配当金の支払
額　

△9,300

連結子会社所有の親会社株
式売却による収入　

676,250

財務活動によるキャッシュ・
フロー

352,642

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

△7,734

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 308,928

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

6,022,448

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期
末残高

6,331,376
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（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）

港湾運送事業
（千円）

その他運輸関連
事業

（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 7,850,089 12,872,577 20,722,666 ― 20,722,666

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
― ― ― ― ―

計 7,850,089 12,872,577 20,722,666 ― 20,722,666

営業費用 7,150,023 11,804,578 18,954,602 381,216 19,335,818

営業利益 700,065 1,067,998 1,768,064 (381,216) 1,386,848

（注）１　事業の区分は、事業の性質及び営業取引の類似性を勘案して区分しております。　

２　各事業区分の主要な内容　　

港湾運送事業……港湾の船内荷役、沿岸荷役、はしけ運送の各事業

その他運輸関連事業……海上・陸上運送、附帯、倉庫、一般廃棄物及び産業廃棄物の運送ならびに再生処理の

各事業　

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381,216千円であり、その主なもの

は、親会社本社の総務部門等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（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。

〔海外売上高〕

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）

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。　
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