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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 45,972 ― 2,686 ― 3,997 ― 2,436 ―

20年3月期第3四半期 48,044 △4.3 3,911 △8.4 5,422 14.6 3,217 30.2

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3四半期 79.53 ―

20年3月期第3四半期 103.99 ―

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3四半期 79,308 59,849 72.5 1,883.45
20年3月期 85,885 61,124 67.9 1,901.96

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  57,520百万円 20年3月期  58,348百万円

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  

平成21年３月期第２四半期配当金の内訳  特別配当 ２円50銭  

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） ――― ――― ――― 10.00 20.00

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  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 60,000 △5.3 2,800 △45.8 4,100 △42.9 2,500 △41.8 81.86

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．その他をご覧下さい。］  

(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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  33,006,204株 20年3月期  33,006,204株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  2,465,962株 20年3月期  2,328,065株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  30,629,082株 20年3月期第3四半期  30,942,079株
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当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国の巨大な信用バブルの崩壊によってもたらされ
た、世界的な金融危機と不況が予想以上に国内経済に波及し、景気は急速に後退局面を向かえておりま
す。 
このような環境のなかで、当社グループが営業の基盤を置く名古屋港の港湾貨物は、輸入貨物におきま

しては堅調に推移しておりますが、主力の輸出貨物におきましては、世界不況を背景に、下期以降大幅に
減少しております。 
当社グループといたしましては、輸入貨物は堅調でありましたが、主力の輸出貨物は、外需不振から大

幅に減少したことにより、すべての事業・部門で売上が減収となりました。 
これらの結果、当第３四半期連結累計期間の当社グループの連結売上高は、459億72百万円と前年同期

と比べ20億72百万円（4.3%）の減収となりました。 
 営業利益は、26億86百万円と前年同期と比べ12億24百万円（31.3%）の減益となりました。 
 経常利益は、39億97百万円と前年同期と比べ14億25百万円（26.3%）の減益となりました。 
 四半期純利益は、24億36百万円と前年同期と比べ7億81百万円（24.3%）の減益となりました。 
事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 
港湾運送およびその関連事業の売上高は403億63百万円と前年同期と比べ17億38百万円（4.1%）の減収

となりました。また、倉庫・賃貸事業の売上高は56億８百万円と前年同期と比べ３億34百万円（5.6%）の
減収となりました。 

  

流動資産は、前連結会計年度に比べて29億56百万円減少し、267億36百万円となりました。これは、現
金及び預金が15億４百万円、受取手形及び売掛金が15億63百万円減少したことなどによります。固定資産
は、前連結会計年度に比べて36億20百万円減少し、525億71百万円となりました。これは、投資有価証券
が39億49百万円減少したことなどによります。 
この結果、総資産は、前連結会計年度に比べて65億77百万円減少し、793億８百万円となりました。 
流動負債は、前連結会計年度に比べて33億36百万円減少し、90億26百万円となりました。これは、短期

借入金が８億円、未払法人税等が12億21百万円、さらに賞与引当金が８億63百万円減少したことなどによ
ります。固定負債は、前連結会計年度に比べて19億67百万円減少し、104億31百万円となりました。これ
は、繰延税金負債が11億33百万円、負ののれんが６億75百万円減少したことなどによります。 
純資産は、前連結会計年度に比べて12億74百万円減少し、598億49百万円となりました。これは、利益

剰余金が18億58百万円増加した一方で、その他有価証券評価差額金が22億50百万円、少数株主持分が4億
46百万円減少したことなどによります。 

  

平成20年11月11日に公表した平成21年３月期の連結業績予想を下記のとおり修正いたします。 
  

   
前回の修正発表時以降、想定を上回る急激な事業環境の悪化を受け、平成21年３月期の業績見通し 

が従来予想に対し、大きく減益となる見込みであります。また、一向に回復の兆しが見えないことから、
厳しい状況が継続するものと思われます。 
  このような状況のなか、前回発表した通期の業績予想を下方修正いたしました。 
  
  

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

売上高
（百万円）

営業利益
（百万円）

経常利益
（百万円）

当期純利益
（百万円）

１株当たり
当期純利益
（円 銭）

前回発表予想(A) 60,000 3,500 5,300 3,500 114.31

今回修正予想(B) 60,000 2,800 4,100 2,500 81.86

増減額(B-A) - △700 △1,200 △1,000 -

増減率(%) - △20.0 △22.6 △28.6 -

前期実績 63,389 5,167 7,183 4,297 139.17
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 該当事項はありません。 

  

 記載すべき重要な事項はありません。 
    

①「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)を当連結会計年度から適用しております。 
  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「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」（企業会計基準委 
 員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用し、連 
 結決算上必要な修正を行っております。 
  これによる損益に与える影響は軽微であります。 

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、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。 
 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がそれぞれ69,210千円増加して 
おります。 

   

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)

(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
  （簡便な会計処理）

(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

 
 （追加情報）
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 12,194,785 13,699,150

受取手形及び売掛金 10,494,997 12,058,131

有価証券 118,753 118,386

繰延税金資産 597,158 1,019,232

その他 3,366,752 2,869,341

貸倒引当金 △35,747 △70,632

流動資産合計 26,736,700 29,693,609

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 33,364,509 33,019,609

減価償却累計額 △19,455,835 △18,486,889

建物及び構築物（純額） 13,908,673 14,532,720

機械装置及び運搬具 11,380,020 10,961,075

減価償却累計額 △9,353,989 △8,934,854

機械装置及び運搬具（純額） 2,026,031 2,026,221

土地 18,767,241 18,791,127

建設仮勘定 668,819 315,000

その他 1,152,196 1,266,190

減価償却累計額 △885,007 △981,880

その他（純額） 267,188 284,309

有形固定資産合計 35,637,955 35,949,378

無形固定資産 902,402 703,567

投資その他の資産   

投資有価証券 11,367,978 15,317,174

長期貸付金 1,794,538 1,843,407

繰延税金資産 1,209,747 791,046

その他 1,894,927 1,827,766

貸倒引当金 △236,218 △240,033

投資その他の資産合計 16,030,973 19,539,362

固定資産合計 52,571,330 56,192,308

資産合計 79,308,031 85,885,918
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 3,787,801 4,377,114

短期借入金 2,400,000 3,200,000

未払法人税等 － 1,221,320

賞与引当金 687,468 1,551,242

その他 2,151,051 2,012,847

流動負債合計 9,026,320 12,362,524

固定負債   

繰延税金負債 12,478 1,146,300

退職給付引当金 4,605,674 4,665,434

役員退職慰労引当金 5,944 3,712

未払役員退職慰労金 833,100 907,575

負ののれん 4,892,710 5,568,390

その他 81,834 107,432

固定負債合計 10,431,742 12,398,845

負債合計 19,458,062 24,761,370

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,350,704 2,350,704

資本剰余金 1,562,703 1,573,539

利益剰余金 53,961,067 52,102,321

自己株式 △1,628,418 △1,545,833

株主資本合計 56,246,056 54,480,732

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,091,348 4,342,105

為替換算調整勘定 △816,502 △474,240

評価・換算差額等合計 1,274,845 3,867,864

少数株主持分 2,329,066 2,775,950

純資産合計 59,849,968 61,124,548

負債純資産合計 79,308,031 85,885,918
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 45,972,449

売上原価 35,874,251

売上総利益 10,098,198

販売費及び一般管理費 7,411,305

営業利益 2,686,892

営業外収益  

受取利息 88,461

受取配当金 315,793

負ののれん償却額 1,010,656

持分法による投資利益 45,439

その他 89,392

営業外収益合計 1,549,742

営業外費用  

支払利息 16,176

為替差損 213,879

その他 9,174

営業外費用合計 239,229

経常利益 3,997,405

特別利益  

固定資産売却益 13,230

特別利益合計 13,230

特別損失  

固定資産除却損 7,310

固定資産売却損 3,164

減損損失 44,540

関係会社株式評価損 47,393

関係会社清算損 41,515

投資有価証券評価損 131,909

会員権評価損 2,914

特別損失合計 278,748

税金等調整前四半期純利益 3,731,887

法人税、住民税及び事業税 877,586

法人税等調整額 383,273

法人税等合計 1,260,859

少数株主利益 34,999

四半期純利益 2,436,027
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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。 

  

   当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

  
  該当事項はありません。 

  

  
  

  

   当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  
  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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1. 前四半期にかかる財務諸表 

 （要約）四半期連結損益計算書 
    前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 
    

 
  

  

  

「参考」

(単位：千円）

科  目

前年同四半期

(平成20年３月期第３四半期）

金額

Ⅰ 売上高 48,044,690

Ⅱ 売上原価 36,707,735

   売上総利益 11,336,954

Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,425,337

   営業利益 3,911,617

Ⅳ 営業外収益 1,531,147

Ⅴ 営業外費用 19,776

   経常利益 5,422,988

Ⅵ 特別利益 117,880

Ⅶ 特別損失 16,506

   税金等調整前 

   四半期純利益
5,524,363

   税金費用 2,003,022

   少数株主利益 303,588

   四半期純利益 3,217,752
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