
 

 

 

   

 

 
  

(百万円未満切捨て) 

   

 
  

 
※ 上場株式は優先株式であるため、優先株式についてのみ記載しております。 

  
  

   

 

 
  

 
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

※ 上場株式は優先株式であるため、優先株式についてのみ記載しております。 

  

(％表示は、対前期増減率) 

 
(注) 業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 
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1. 平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日）

 (1) 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 1,377 (  ― ) 269 ( ― ) 274 ( ― ) 146 ( ― )

20年3月期第2四半期 1,428 ( 3.9) 334 ( 17.6) 334 ( 18.6) 170 ( 1.0)

※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 74 17 ― ―

20年3月期第2四半期 85 34 ― ―

 (2) 財政状態

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 9,239 4,763 51.6 2,384 48

20年3月期 9,575 4,660 48.7 2,333 01

(参考) 自己資本 21年3月期第2四半期 4,763百万円 20年3月期 4,660百万円

2. 配当の状況

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 ― ― ― 13 00 13 00

 21年3月期 ― ― ― ― ―

 21年3月期(予想) ― ― ― 13 00 13 00

3. 平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

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 2,720 △2.2 560 △13.3 560 △13.9 380 10.8 191 19
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  [(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) 発行済株式数 

  (優先株式) 

 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 1,540,000株   20年3月期           1,540,000株 

 ② 期末自己株式数                    21年3月期第2四半期     2,201株   20年3月期               2,117株 

 ③ 期中平均株式数（四半期累計期間）  21年3月期第2四半期 1,537,817株   20年3月期第2四半期  1,537,883株 

  (普通株式) 

    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   460,000株   20年3月期             460,000株 

    ② 期末自己株式数                    21年3月期第2四半期      － 株   20年3月期               － 株 

    ③ 期中平均株式数（四半期累計期間）  21年3月期第2四半期   460,000株   20年3月期第2四半期    460,000株 

  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
・１株当たり予想当期純利益（通期）191円19銭は上場している優先株式（154万株）に対するものであり、
㈱辰巳商会所有の普通株式（非上場 46万株）の１株当たり予想当期純利益（通期）は186円92銭。 
・当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規
則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
  

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期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。]

(2) 四半期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）

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更        ： 無
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金
融市場の混乱の影響を受け、企業収益の減少や個人消費の低迷など、景気の減速感が強まってまいりまし
た。 
このような状況におきまして、当第２四半期累計期間の経営成績は、物流事業で冷凍食品原材料等の取

扱量が減少したことなどにより、売上高は13億7千7百万円となりました。 
利益面では、販売費及び一般管理費の増加により、営業利益は2億6千9百万円、経常利益は2億7千4百万

円となり、特別損失で固定資産除却損を計上したことにより、四半期純利益は1億4千6百万円となりまし
た。 
なお、平成20年9月下旬に予定しておりました当社所有地の売却による固定資産売却益（1億3百万円）

の計上につきましては、売却日が平成20年10月7日となったため、当第２四半期累計期間では計上してお
りません。 
  

  

当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比べ3億3千6百万円減少し、92億3千9百万
円となりました。これは主に現金及び預金の減少によるものです。 
負債は、前事業年度末と比べ4億3千8百万円減少し、44億7千5百万円となりました。これは主に修繕引

当金および契約保証金の減少によるものです。 
純資産は、前事業年度末と比べ1億2百万円増加し、47億6千3百万円となりました。これは主に利益剰余

金の増加によるものです。 
  

  

平成21年3月期の通期の業績予想につきましては、平成20年8月13日に公表いたしました業績予想からの
変更はありません。 
  

  

税金費用の計算 
当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半

期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
  

当事業年度より「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、「四半期財務
諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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

大阪港振興㈱（8810） 平成21年3月期 第2四半期決算短信（非連結） 

－3－



5. 【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円） 

当第2四半期会計期間末 
(平成20年9月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年3月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 597,631 1,003,488 

受取手形及び売掛金 91,014 85,477 

その他 126,771 59,777 

貸倒引当金 △5,900 △3,100 

流動資産合計 809,517 1,145,643 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 4,383,888 4,512,087 

土地 2,058,929 1,919,119 

その他（純額） 307,010 284,381 

有形固定資産合計 6,749,828 6,715,589 

無形固定資産 21,323 23,088 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,344,174 1,374,410 

その他 316,196 320,122 

貸倒引当金 △1,800 △3,600 

投資その他の資産合計 1,658,570 1,690,932 

固定資産合計 8,429,722 8,429,610 

資産合計 9,239,239 9,575,254 

負債の部 

流動負債 

買掛金 70,876 68,652 

短期借入金 114,000 164,000 

未払法人税等 109,117 136,404 

賞与引当金 27,000 25,800 

その他 382,664 396,617 

流動負債合計 703,658 791,473 

固定負債 

長期借入金 260,000 292,000 

退職給付引当金 270,977 325,320 

役員退職慰労引当金 50,500 25,150 

修繕引当金 441,171 526,945 

受入敷金保証金 2,696,325 2,898,112 

その他 52,886 55,279 

固定負債合計 3,771,861 4,122,807 

負債合計 4,475,519 4,914,281 
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（単位：千円） 

当第2四半期会計期間末 
(平成20年9月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年3月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 100,000 100,000 

資本剰余金 58,178 58,178 

利益剰余金 4,587,578 4,465,413 

自己株式 △3,335 △3,300 

株主資本合計 4,742,420 4,620,290 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 21,299 40,681 

評価・換算差額等合計 21,299 40,681 

純資産合計 4,763,720 4,660,972 

負債純資産合計 9,239,239 9,575,254 
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】 

（単位：千円） 

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

売上高 1,377,077 

売上原価 934,862 

売上総利益 442,214 

販売費及び一般管理費 

役員報酬 48,183 

給料及び手当 28,475 

退職給付費用 4,775 

役員退職慰労引当金繰入額 42,850 

賞与引当金繰入額 6,723 

貸倒引当金繰入額 1,051 

その他 40,602 

販売費及び一般管理費合計 172,661 

営業利益 269,553 

営業外収益 

受取利息 1,135 

受取配当金 3,695 

有価証券利息 8,306 

その他 1,495 

営業外収益合計 14,633 

営業外費用 

支払利息 7,010 

支払手数料 3,030 

その他 70 

営業外費用合計 10,111 

経常利益 274,075 

特別利益 

関係会社株式売却益 1,260 

特別利益合計 1,260 

特別損失 

固定資産除却損 18,739 

特別損失合計 18,739 

税引前四半期純利益 256,596 

法人税等 110,300 

四半期純利益 146,296 
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません 

  

該当事項はありません 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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 前年同四半期にかかる財務諸表 

  (１)(要約)中間損益計算書 

 
  

「参考」

(単位：千円)

科  目

前中間会計期間

(自 平成19年4月 1日

 至 平成19年9月30日)

金  額

Ⅰ売上高 1,428,261

Ⅱ売上原価 980,311

売上総利益 447,949

Ⅲ販売費及び
113,918

一般管理費

営業利益 334,031

Ⅳ営業外収益 13,656

受取利息 8,634

受取配当金 3,489

その他の収益 1,532

Ⅴ営業外費用 12,892

支払利息 9,524

その他の費用 3,367

経常利益 334,795

Ⅵ特別利益 3,800

貸倒引当金戻入益 3,800

Ⅶ特別損失 61,292

固定資産除却損 9,500

富島上屋撤収費用 51,792

税引前四半期(当期)
277,303

純利益

法人税・住民税及び
125,000

事業税

法人税等調整額 △18,143

中間純利益 170,446
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