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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

22年3月期第1四半期 1,110 △13.8 △38 ― △27 ― △12 ―
21年3月期第1四半期 1,289 ― 126 ― 144 ― 87 ―

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

22年3月期第1四半期 △0.83 ―
21年3月期第1四半期 5.79 ―

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

22年3月期第1四半期 7,997 4,676 58.5 311.24
21年3月期 7,984 4,545 56.9 302.49

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  4,676百万円 21年3月期  4,545百万円

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

21年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 5.00 5.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

第2四半期 
累計期間

2,300 △10.8 0 △100.0 10 △96.1 10 △92.5 0.67

通期 4,800 △7.5 40 △86.0 50 △83.8 30 △81.5 2.00
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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、4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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 15,400,000株 21年3月期 15,400,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 373,890株 21年3月期 372,850株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 15,026,505株 21年3月期第1四半期 15,030,406株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は本資料の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、今後の様々な要因によって予想数値と異な
る可能性があります。 
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当第１四半期累計期間のわが国経済は、一部で景気に底入れの兆しが見られたものの、企業収益の大幅
な落込みによる設備投資の減少や、雇用環境の悪化に伴う個人消費の低迷などにより、依然として厳しい
状況で推移しました。 
このような情勢のもと、当社取扱貨物の荷動きは低迷し、当第１四半期累計期間の売上高は11億１千万

円となり、前年同期に比べ１億７千８百万円、13.8％の減収となりました。 
一方、費用の面では、作業量の減少による荷役関係諸払費の減少や修理維持費の節減に努めたものの、

前期末に新しく借り入れたばら貨物用地借地料などの増加により、営業費用は11億４千８百万円となり、
前年同期に比べ１千３百万円、1.2％の減少にとどまりました。 
この結果、当第１四半期累計期間の営業損失は３千８百万円（前年同期は１億２千６百万円の営業利

益）、経常損失は２千７百万円（前年同期は１億４千４百万円の経常利益）、四半期純損失は１千２百万
円（前年同期は８千７百万円の四半期純利益）となりました。 

部門別の営業の概況は、次のとおりです。 

クレーンで取り扱う港湾貨物は、前年同期に比べ荷役数量が減少しました。これにより、荷役業務
をはじめ関連する海上運送、保管、その他の各業務につきましても取扱数量が減少しました。 
以上により、ばら貨物部門の売上高は３億１千９百万円となり、前年同期に比べ１億５千６百万

円、32.9％の減収となりました。 

石油類は、取扱数量の減少や工業用原料油タンクの一部が契約満了により、減収となりました。ま
た、化学品類につきましても、総じて荷動きが低調に推移したため減収となりました。 
以上により、液体貨物部門の売上高は３億３千万円となり、前年同期に比べ４千２百万円、11.4％

の減収となりました。 

低温倉庫は、取扱数量の減少により前年同期に比べ減収となりました。一方、危険物倉庫、冷蔵倉
庫および第２低温倉庫は、取扱数量の増加により増収となりました。また、食材加工施設はほぼ前年
同期並みに推移しました。 
以上の結果、物流倉庫部門の売上高は４億６千万円となり、前年同期に比べ２千万円、4.7％の増

収となりました。 
  

当第１四半期会計期間末の総資産は79億９千７百万円となり、前事業年度末に比べて１千３百万円増加
しました。これは保有する株式の時価の上昇等により投資有価証券が増加したことが主な要因でありま
す。 
負債合計につきましては投資有価証券の時価の上昇等により繰延税金負債が増加したものの、未払法人

税等が減少したこと及び長期借入金等の有利子負債の返済が進んだことなどにより前事業年度末に比べて
１億１千７百万円減少し、33億２千万円となりました。 
純資産合計につきましてはその他有価証券評価差額金の増加等により前事業年度末に比べて１億３千１

百万円増加し、46億７千６百万円となりました。 
キャッシュ・フローの状況につきましては、当第１四半期会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資

金」という）は５億５千３百万円となり、前事業年度末に比べて１億８千９百万円減少しました。この内
訳は以下のとおりです。 
営業活動によるキャッシュ・フローでは税引前四半期純損失を２千１百万円計上したものの、減価償却

費を１億３千４百万円計上するなどしたことにより１億２千１百万円の資金増加（前年同四半期は２億９
千９百万円の資金増加）となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローでは有形固定資産取得による支出を１億２千万円行ったことなどか

ら１億１千９百万円の資金減少(前年同四半期は４千５百万円の資金減少)となりました。 
財務活動によるキャッシュ・フローでは長期借入金及び受入建設協力金の返済を１億１千６百万円、配

当金の支払いを７千５百万円行ったことなどから、１億９千１百万円の資金減少(前年同四半期は２億２
千１百万円の資金減少)となりました。 

  

平成22年3月期の第2四半期累計期間と通期の業績予想につきましては、平成21年5月15日に公表した数
値に変更はございません。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

(ばら貨物部門)

（液体貨物部門）

（物流倉庫部門）

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
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減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、事業年度に係る減
価償却費の額を期間按分して算定しております。 

法人税等の納付税額の算出にあたり加味する加減算項目や税額控除項目を、重要なものに限定して
おります。  

一部の経過勘定項目について、合理的な算定方法による概算額で計上しております。 

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

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
①簡便な会計処理

(固定資産の減価償却費の算定方法)

(法人税等の算定方法)

(経過勘定項目の算定方法)

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理

(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
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 553,900 743,404 

受取手形及び売掛金 360,478 403,689 

有価証券 24,999 14,999 

貯蔵品 13,071 12,815 

その他 98,547 106,510 

貸倒引当金 △6,310 △7,253 

流動資産合計 1,044,687 1,274,164 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,082,824 3,147,315 

構築物（純額） 607,909 623,626 

機械及び装置（純額） 581,761 595,131 

その他（純額） 117,919 135,223 

有形固定資産合計 4,390,414 4,501,297 

無形固定資産 224,937 225,852 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,878,648 1,518,348 

その他 458,913 464,522 

投資その他の資産合計 2,337,562 1,982,870 

固定資産合計 6,952,914 6,710,021 

資産合計 7,997,601 7,984,186 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 188,069 208,193 

1年内返済予定の長期借入金 403,164 413,154 

未払法人税等 1,337 80,916 

賞与引当金 65,580 46,622 

その他 529,612 585,289 

流動負債合計 1,187,763 1,334,175 

固定負債   

長期借入金 842,345 932,966 

長期受入建設協力金 637,615 652,587 

退職給付引当金 33,497 40,182 

役員退職慰労引当金 81,686 76,706 

環境対策引当金 93,112 94,633 

その他 444,790 307,339 

固定負債合計 2,133,045 2,104,415 

負債合計 3,320,809 3,438,591 
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 770,000 770,000 

資本剰余金 365,161 365,161 

利益剰余金 2,996,567 3,084,155 

自己株式 △53,298 △53,135 

株主資本合計 4,078,430 4,166,181 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 598,361 379,413 

評価・換算差額等合計 598,361 379,413 

純資産合計 4,676,791 4,545,594 

負債純資産合計 7,997,601 7,984,186 
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,289,159 1,110,651 

売上原価 1,027,925 1,029,194 

売上総利益 261,234 81,456 

販売費及び一般管理費 134,619 119,723 

営業利益又は営業損失（△） 126,614 △38,267 

営業外収益   

受取利息 1,317 989 

受取配当金 24,061 13,083 

その他 3,622 6,012 

営業外収益合計 29,001 20,085 

営業外費用   

支払利息 11,479 9,484 

その他 4 19 

営業外費用合計 11,484 9,504 

経常利益又は経常損失（△） 144,132 △27,685 

特別利益   

債務免除益 － 5,616 

貸倒引当金戻入額 7,388 943 

保険解約返戻金 3,618 － 

特別利益合計 11,006 6,559 

特別損失   

たな卸資産評価損 6,860 － 

その他 203 － 

特別損失合計 7,064 － 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 148,074 △21,126 

法人税、住民税及び事業税 65,724 945 

法人税等調整額 △4,702 △9,618 

法人税等合計 61,021 △8,673 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 87,052 △12,452 
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△） 148,074 △21,126 

減価償却費 129,236 134,584 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,388 △943 

賞与引当金の増減額（△は減少） 23,272 18,958 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,539 4,980 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,815 △6,685 

環境対策引当金の増減額（△は減少） △1,457 △1,521 

受取利息及び受取配当金 △25,379 △14,073 

支払利息 11,479 9,484 

保険解約損益（△は益） △3,618 － 

売上債権の増減額（△は増加） 20,045 43,211 

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,425 △256 

仕入債務の増減額（△は減少） 4,875 △20,123 

未払又は未収消費税等の増減額 △15,949 11,144 

その他 31,939 36,982 

小計 321,279 194,616 

利息及び配当金の受取額 25,384 14,066 

利息の支払額 △10,047 △8,231 

法人税等の支払額 △37,017 △78,975 

営業活動によるキャッシュ・フロー 299,598 121,476 

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 △39,802 △120,599 

その他 △5,522 1,348 

投資活動によるキャッシュ・フロー △45,324 △119,250 

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 △101,121 △100,611 

受入建設協力金の返済による支出 △30,727 △15,764 

自己株式の取得による支出 △151 △163 

配当金の支払額 △89,384 △75,174 

財務活動によるキャッシュ・フロー △221,385 △191,713 

現金及び現金同等物に係る換算差額 46 △16 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 32,934 △189,504 

現金及び現金同等物の期首残高 615,197 743,404 

現金及び現金同等物の四半期末残高 648,132 553,900 
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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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