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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 12,223 ― 71 ― 98 ― △35 ―
20年3月期第3四半期 12,678 △1.4 243 △51.2 265 △48.1 146 △50.0

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3四半期 △2.38 ―
20年3月期第3四半期 9.97 ―

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 8,684 2,336 26.9 159.31
20年3月期 8,613 2,766 32.1 188.61

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  2,336百万円 20年3月期  2,766百万円

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 ― ― ― 6.00 6.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 6.00 6.00

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 16,550 0.5 200 △36.7 230 △29.4 100 △43.0 6.81

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） 

１．上記の業績予想は本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因により予想数値と異なる場合がありま
す。なお、上記予想に関する事項は３ページ「【定性的情報・財務諸表等】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。  

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3四半期  14,700,000株 20年3月期  14,700,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  32,964株 20年3月期  31,244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  14,668,450株 20年3月期第3四半期  14,669,543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、世界的な金融危機の深刻化による世界景気の減速や
株式・為替市場の大幅な変動の影響などにより、企業収益が大幅に減少いたしました。また、国内主要産
業の減産が拡大し雇用情勢の急速な悪化、個人消費の落ち込み等、景気の一層の下振れ懸念が高まる状況
で推移いたしました。 
港湾物流業界におきましては、世界的な景気悪化に伴った円高や減産等により輸出貨物が減少し、当グ

ループを取り巻く環境は依然として厳しい状況にありました。 
当グループはこのような状況下におきまして、新規顧客を中心に積極的な営業展開に努めました結果、

総取扱量は前年同期間比1.3％増加しましたが、売上高は122億23百万円余(対前年同期間４億55百万円余
減)となりました。損益面につきましては、外注費比率が前年同期間比0.4ポイント減少しましたが、売上
高の減少が影響し、営業総利益は前年同期間比15.7％減少し９億１百万円余(対前年同期間１億67百万円
余減)、営業利益は前年同期間比70.7％減の71百万円余(対前年同期間１億72百万円余減)、経常利益は
62.9％減の98百万円余(対前年同期間１億67百万円余減)となりました。特別損益では、投資有価証券評価
損を１億42百万円余計上したことにより、四半期純損失35百万円余の計上となっております。 

  

各部門の概要は次のとおりであります。 

港湾運送部門におきましては、船積運送(輸出)は機械機器製品、雑貨が減少し、売上高は7.6％減(前
年同期間比)となりました。陸揚運送(輸入)は繊維製品が減少し、雑貨が増加したことにより取扱量は
増加しましたが、売上単価の減少等により売上高は2.2％減（前年同期間比)となりました。船内荷役の
売上高は7.6％減(前年同期間比)、その他港湾関連は23.1％増（前年同期間比)となり、港湾運送事業収
入は68億77百万円余(前年同期間比4.4％減)の計上となりました。  

国際輸送部門におきましては、輸出は北米、インド、中国向けの設備、自動車部品の取扱いが減少
し、輸出部門の売上は９億81百万円余(対前年同期間38百万円減)となっております。輸入につきまして
は、華南、香港からの家電、家具類の取扱いは堅調に推移しましたが、中国からの繊維製品、靴等の取
扱いが減少し、輸入部門の売上は35億23百万円余(対前年同期間60百万円減)となっております。その結
果、国際輸送事業の売上高は45億５百万円余(前年同期間比2.1％減)の計上となりました。  

兼業事業部門におきましては、通関業の売上高は、輸出が前年同期間比4.1％減、また、輸入は3.6％
減となり、通関業売上高全体は3.7％減の計上となりました。倉庫業の売上高は前年同期間比21.3％
減、その他代理店業は8.8％減となり、兼業事業収入は８億40百万円余(前年同期間比4.2％減)の計上と
なりました。 
  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ70百万円余増加し、86億84百万円余
となりました。流動資産は５億23百万円余増の37億51百万円余、固定資産は４億53百万円余減の49億32百
万円余であります。 
流動資産増加の主な要因は、現金及び預金と短期貸付金の増加等によるものであります。 
固定資産減少の主な要因は、時価評価差額による投資有価証券の減少等によるものであります。 
流動負債は、前連結会計年度末に比べ７億82百万円余増加し、47億68百万円余となりました。固定負債

は、前連結会計年度末に比べ、２億81百万円余減少し15億79百万円余となりました。 
流動負債増加の主な要因は、短期借入金の増加等によるものであります。 
固定負債減少の主な要因は、長期借入金の減少等によるものであります。 
純資産は、前連結会計年度末に比べ、４億30百万円余減少し、23億36百万円余となりました。これは、

利益剰余金とその他有価証券評価差額金の減少等によるものであります。 
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動により増加した資金は、９百万円余となりまし

た。これは主に賞与引当金の減少１億35百万円余、その他資産の増加１億９百万円余ありますが、投資有
価証券評価損１億42百万円余、減価償却費１億27百万円余によるものであります。投資活動により減少し
た資金は２億35百万円余となりました。これは主に、その他の支出１億22百万円余、貸付けによる支出79
百万円余によるものであります。財務活動により増加した資金は５億36百万円余となりました。これは、
長期借入金の返済による支出４億25百万円余ありますが、短期借入金の純増加額７億50百万円と長期借入
れによる収入３億円によるものであります。以上の結果、当第３四半期連結累計期間末の現金及び現金同
等物の残高は、前期末より３億11百万円余増加し９億17百万円余となりました。 

  

・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

(1) 港湾運送事業部門

(2) 国際輸送事業部門

(3) 兼業事業部門

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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業績予想につきましては、平成20年11月７日発表の通期の業績予想に変更はありません。 

  

該当事項はありません。 
  

① 固定資産の減価償却費の算定方法 
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 
② 税金費用の計算 

税金費用につきましては、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利
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、税金等調整前四半期純利益に当該見積実
効税率を乗じて計算しております。また、見積実効税率を使用できない場合は、税金等調整前四半期
純利益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しておりま
す。  
 なお、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。  

  

① 会計基準等の改正に伴う変更 
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 リース取引に関する会計基準等の適用  
「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正 平成19年

３月30日 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」(企業会計基準委員
会 平成６年１月18日 終改正 平成19年３月30日 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に適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しておりま
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。   
 これによる損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き続き採用しております。  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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

(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
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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 917,232 606,135

受取手形及び売掛金 1,985,845 1,953,747

繰延税金資産 143,793 136,941

立替金 456,311 447,534

その他 251,215 88,430

貸倒引当金 △2,666 △4,934

流動資産合計 3,751,729 3,227,854

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,543,020 1,621,741

機械装置及び運搬具（純額） 50,887 38,482

工具、器具及び備品（純額） 11,790 11,651

土地 1,156,869 1,156,869

その他（純額） 77,552 －

有形固定資産合計 2,840,120 2,828,745

無形固定資産   

借地権 34,560 34,560

その他 16,666 19,524

無形固定資産合計 51,227 54,084

投資その他の資産   

投資有価証券 872,195 1,485,973

繰延税金資産 63,732 －

差入保証金 819,509 732,176

その他 370,544 367,507

貸倒引当金 △84,536 △82,622

投資その他の資産合計 2,041,445 2,503,034

固定資産合計 4,932,793 5,385,864

資産合計 8,684,523 8,613,719
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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   

支払手形及び営業未払金 1,555,549 1,507,145

短期借入金 2,696,524 1,934,514

未払法人税等 16,139 23,566

賞与引当金 115,800 251,030

その他 384,045 269,397

流動負債合計 4,768,058 3,985,654

固定負債   

長期借入金 1,042,585 1,179,782

繰延税金負債 － 138,216

退職給付引当金 420,888 485,766

役員退職慰労引当金 54,776 57,548

その他 61,549 －

固定負債合計 1,579,800 1,861,313

負債合計 6,347,859 5,846,968

純資産の部   

株主資本   

資本金 735,000 735,000

資本剰余金 170,427 170,427

利益剰余金 1,453,560 1,576,641

自己株式 △7,744 △7,386

株主資本合計 2,351,243 2,474,682

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,549 313,473

繰延ヘッジ損益 △25,129 △21,404

評価・換算差額等合計 △14,579 292,068

純資産合計 2,336,663 2,766,751

負債純資産合計 8,684,523 8,613,719
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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) 

営業収入  

港湾運送事業収入 6,877,183

国際輸送事業収入 4,505,736

兼業事業収入 840,846

営業収入合計 12,223,766

営業費用  

港湾運送事業費 6,768,635

国際輸送事業費 4,157,794

兼業事業費 396,103

営業費用合計 11,322,533

営業総利益 901,232

一般管理費 830,055

営業利益 71,176

営業外収益  

受取利息及び配当金 32,708

持分法による投資利益 6,437

その他 50,118

営業外収益合計 89,265

営業外費用  

支払利息 59,302

その他 2,629

営業外費用合計 61,931

経常利益 98,510

特別利益  

固定資産処分益 1,162

出資金売却益 6,515

貸倒引当金戻入額 2,301

その他 598

特別利益合計 10,578

特別損失  

固定資産除売却損 497

投資有価証券評価損 142,148

その他 73

特別損失合計 142,718

税金等調整前四半期純損失（△） △33,630

法人税等 1,376

四半期純損失（△） △35,006
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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損失（△） △33,630

減価償却費 127,422

退職給付引当金の増減額（△は減少） △67,648

貸倒引当金の増減額（△は減少） △353

受取利息及び受取配当金 △32,708

支払利息 59,302

持分法による投資損益（△は益） △6,437

有形固定資産除売却損益（△は益） △665

その他の損益（△は益） △6,675

賞与引当金の増減額（△は減少） △135,230

投資有価証券売却損益（△は益） 73

投資有価証券評価損益（△は益） 142,148

営業債権の増減額（△は増加） △34,011

その他の資産の増減額（△は増加） △109,205

営業債務の増減額（△は減少） 48,403

その他の負債の増減額（△は減少） 84,108

小計 34,889

利息及び配当金の受取額 32,708

利息の支払額 △44,394

法人税等の支払額 △13,442

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,761

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 △54,875

有形固定資産の売却による収入 1,720

無形固定資産の取得による支出 △3,675

投資有価証券の取得による支出 △22,506

投資有価証券の売却による収入 1,672

貸付けによる支出 △79,864

貸付金の回収による収入 3,600

その他の収入 41,448

その他の支出 △122,564

投資活動によるキャッシュ・フロー △235,044

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △357

短期借入金の純増減額（△は減少） 750,000

長期借入金の返済による支出 △425,187

長期借入れによる収入 300,000

配当金の支払額 △88,074

財務活動によるキャッシュ・フロー 536,380

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 311,097

現金及び現金同等物の期首残高 606,135

現金及び現金同等物の四半期末残高 917,232
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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前四半期に係る財務諸表等 

(要約)前四半期連結損益計算書 

 
  

  

「参考」

科目

前年同四半期
(平成20年３月期 

第３四半期)

金額(百万円)

Ⅰ 営業収入

  港湾運送事業収入 7,196

  国際輸送事業収入 4,604

  兼業事業収入 877

  営業収入合計 12,678

Ⅱ 営業費用

  港湾運送事業費 6,934

  国際輸送事業費 4,280

  兼業事業費 395

  営業費用合計 11,609

  営業総利益 1,068

Ⅲ 一般管理費 825

  営業利益 243

Ⅳ 営業外収益

  受取利息及び配当金 28

  持分法による投資利益 2

  その他営業外収益 54

  営業外収益合計 85

Ⅴ 営業外費用

  支払利息 62

  その他の営業外費用 0

  営業外費用合計 63

 経常利益 265

Ⅵ 特別利益

  固定資産処分益 ―

  役員退職金引当金戻入益 6

  その他の特別利益 1

  特別利益合計 7

Ⅶ 特別損失

  固定資産廃売却損 0

  投資有価証券評価損 ―

  その他特別損失 1

  特別損失合計 2

  税金等調整前四半期純利益 271

  法人税、住民税及び事業税 125

  法人税等調整額 ―

 四半期純利益 146
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