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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 7,928 △8.6 407 14.4 400 0.9 251 25.4
21年3月期第1四半期 8,675 ― 356 ― 396 ― 200 ―

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 3.26 ―

21年3月期第1四半期 2.60 ―

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 42,905 17,387 40.5 225.24
21年3月期 42,701 17,009 39.8 220.38

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  17,367百万円 21年3月期  16,992百万円

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 ― 2.50 ― 2.50 5.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

2.50 ― 2.50 5.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

15,000 △11.4 600 1.0 550 △1.4 300 40.3 3.89

通期 29,700 △8.2 1,000 △4.4 900 △2.4 450 25.5 5.84
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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、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。 

(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） 

(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 

業績予想につきましては、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ます。実際の業績は、今後様々な要因によって予想
数値と異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる条件等については、４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。 

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 77,400,000株 21年3月期  77,400,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  295,461株 21年3月期  292,576株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 77,105,712株 21年3月期第1四半期 77,119,913株
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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１四半期連結累計期間（平成２１年４月～平成２１年６月）におけるわが国経済は、６月に入り、

輸出など一部に持ち直しの動きがみられるものの、昨年から続く世界的な大不況の影響は大きく、企業

収益、設備投資等、依然として厳しい状況にあります。 

   当埠頭・倉庫業界においては、一般産業界の減産によって荷動きの回復が遅く、入庫数量、保管残高

ともに前年を下回る水準が続く大変厳しい環境のもとで推移しました。 

   このような環境下にありましたが、当社グループは、新規貨物の集荷などの営業拡大に努める一方、

業務の一層の効率化、合理化を進め、諸経費を圧縮し業績の向上に努めました。       

当第１四半期連結累計期間は、輸入青果物や埠頭貨物の雑穀などが前年同期を上回る取扱いとなりま

したが、自動車運送業務、国際物流業務の取扱いが大きく減少したことなどにより減収となりました。

しかし大阪地区の青果事業立て直しが奏功し、経常利益は増益となりました。 

以上により、当期の営業収入は、７９億２千８百万円（前年同期比７億４千７百万円、８.６％の減収）、

経常利益は４億円（前年同期比３百万円、０.９％の増益）、四半期純利益は２億５千１百万円（前年同

期比５千万円、２５.４％の増益）となりました。前年同期には、投資有価証券評価損の計上がありまし

た。 

   部門別概況は次のとおりであります。 

 

○  埠 頭 部 門 

経岸貨物量は、１３３万トン（前年同期１２８万トン）でありました。 

穀物類は、川崎・鹿島・志布志各地区で取扱いが増加したため、前年同期（９７万トン）を上回る１

０８万トンの取扱いとなりました。 

 石炭類は、発電所用石炭の取扱いが大きく減少したため、前年同期（１９万トン）を下回る１４万ト

ンの取扱いとなりました。鉱石類等その他貨物は、シリカサンド、非鉄鉱石、ソーダ灰の取扱いは増加

しましたが、鉄スクラップの取扱いをやめたことや合金鉄などの取扱いが減少したことで、前年同期（１

１万トン）を下回る９万トンの取扱いとなりました。 

   当部門における営業収入は１０億７千８百万円となり、前年同期比５.５％の減収となりました。 

 

○  倉 庫 部 門 

   当部門の入出庫数量は、前年同期（９２万トン）を下回る８１万トンでありました。 

平均保管残高は、前年同期（２６万トン）を下回る２５万トンとなり、金額では３９１億円（前年同

期３６１億円）となりました。 

   一般貨物では、豆類や鋼材などの取扱いは増加しましたが、紙・パルプや合成ゴム・樹脂などの取扱

いが減少しました。 

   輸入青果物は、キーウィフルーツやシトラス、トロピカル類が減少しましたが、ダイエットブーム以

降、需要が増加したバナナは取扱数量が堅調に推移し、青果物全体では取扱増となりました。 

   冷蔵倉庫貨物の取扱いは前年同期（３万５千トン）を下回る２万４千トンの取扱いとなりました。 

   当部門における営業収入は、５４億７千８百万円となり、前年同期比４.３％の減収となりました。 

 

○  その他部門 

   当部門は、国際物流業務、施設賃貸業務、自動車運送業務、コンテナターミナル業務、工場構内作業

などで構成されていますが、これらのうち国際物流業務と自動車運送業務が減少しました。 

当部門における営業収入は１３億７千１百万円となり、前年同期比２４.１％の減収となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）全般の概況 

  当第１四半期連結会計期間末の総資産は、減価償却費の計上により有形固定資産が２億３千７百万円減

少したものの、株価の上昇に伴い投資有価証券が５億１千９百万円増加したことなどにより、前連結会計

年度末に比べ２億４百万円増加し４２９億５百万円となりました。純資産は、その他有価証券評価差額金

が増加したことなどで、３億７千７百万円増加し１７３億８千７百万円となり、自己資本比率は４０．５％

で前連結会計年度末比０．７ポイント上昇しました。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

  当第１四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の期末残高は、前期末より１億５千万円増加し、１６

億４千３百万円となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額が増加したことなどにより前年同期に比べ

１億６千８百万円減少し５億３千５百万円となりました。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   投資活動によるキャッシュ・フローは、１千６百万円の純支出となりました。固定資産の取得による

支出が減少したことなどにより前年同期に比べ２億８千万円純支出が減少しております。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   財務活動によるキャッシュ・フローは、３億６千４百万円の純支出となりました。長期借入金の返済

による支出が減少したものの、短期借入金の純増額が減少したことなどにより前年同期に比べ２千８百

万円純支出が増加しております。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部に持ち直しの動きがみられるものの、世界的

大不況の影響が大きく、依然として厳しい状況にあります。 

   このような状況のなか当社グループは、引き続き新規集荷などの営業拡大や業務の効率化、合理化を

進めて業績の向上を図る所存であります。 

   第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、業績が概ね予想どおりに推移する

見込みであり、現時点において平成２１年５月１３日に公表いたしました業績予想の変更はありません。 

 

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 

① 固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として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

期間按分して算定しております。 

(３) 四半期連結財務諸表に係る会計処理の原則・手続・表示方法等の変更 

 該当事項はありません。 
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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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,043 1,893

受取手形及び営業未収入金 4,077 3,998

原材料及び貯蔵品 157 153

前払費用 192 144

繰延税金資産 150 222

その他 465 516

貸倒引当金 △11 △7

流動資産合計 7,076 6,921

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 49,097 49,082

減価償却累計額 △33,179 △32,922

建物及び構築物（純額） 15,917 16,160

機械及び装置 18,411 18,413

減価償却累計額 △15,171 △15,019

機械及び装置（純額） 3,239 3,394

船舶及び車両運搬具 1,050 1,019

減価償却累計額 △903 △913

船舶及び車両運搬具（純額） 147 105

工具、器具及び備品 979 976

減価償却累計額 △880 △874

工具、器具及び備品（純額） 98 102

土地 8,266 8,266

リース資産 32 29

減価償却累計額 △5 △3

リース資産（純額） 27 25

建設仮勘定 705 586

有形固定資産合計 28,403 28,641

無形固定資産   

リース資産 20 21

その他 203 207

無形固定資産合計 224 229

投資その他の資産   

投資有価証券 5,219 4,699

長期貸付金 80 86

繰延税金資産 152 379

その他 1,885 1,863

貸倒引当金 △136 △120

投資その他の資産合計 7,201 6,909

固定資産合計 35,829 35,780

資産合計 42,905 42,701
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 2,899 2,825

短期借入金 6,820 6,326

リース債務 11 10

未払法人税等 67 261

未払金 537 925

設備関係支払手形 722 201

その他 918 900

流動負債合計 11,977 11,451

固定負債   

長期借入金 11,908 12,566

リース債務 36 36

繰延税金負債 8 3

退職給付引当金 1,171 1,154

役員退職慰労引当金 89 91

その他 326 387

固定負債合計 13,540 14,240

負債合計 25,518 25,691

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,260 8,260

資本剰余金 5,182 5,182

利益剰余金 3,749 3,692

自己株式 △48 △48

株主資本合計 17,144 17,087

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 190 △119

為替換算調整勘定 32 24

評価・換算差額等合計 222 △94

少数株主持分 20 16

純資産合計 17,387 17,009

負債純資産合計 42,905 42,701
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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

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

営業収入 8,675 7,928

営業原価 7,779 7,063

営業総利益 896 864

販売費及び一般管理費 540 456

営業利益 356 407

営業外収益   

受取利息 2 2

受取配当金 80 73

受取地代家賃 21 26

持分法による投資利益 1 －

その他 28 17

営業外収益合計 134 118

営業外費用   

支払利息 92 98

持分法による投資損失 － 5

その他 1 22

営業外費用合計 94 126

経常利益 396 400

特別損失   

固定資産除却損 3 2

投資有価証券評価損 61 －

特別損失合計 64 2

税金等調整前四半期純利益 332 398

法人税、住民税及び事業税 32 56

法人税等調整額 98 88

法人税等合計 130 145

少数株主利益 0 1

四半期純利益 200 251
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 332 398

減価償却費 444 461

引当金の増減額（△は減少） △84 35

固定資産処分損益（△は益） 3 1

借地権利金償却額 4 4

投資有価証券評価損益（△は益） 61 －

受取利息及び受取配当金 △83 △75

支払利息 92 98

持分法による投資損益（△は益） △1 5

売上債権の増減額（△は増加） △222 △57

仕入債務の増減額（△は減少） 109 81

その他 43 △184

小計 700 769

利息及び配当金の受取額 91 81

利息の支払額 △71 △77

法人税等の支払額 △16 △238

営業活動によるキャッシュ・フロー 703 535

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △50

定期預金の払戻による収入 － 50

固定資産の取得による支出 △322 △65

固定資産の売却による収入 0 1

固定資産の除却による支出 △10 △0

投資有価証券の取得による支出 △2 △2

貸付けによる支出 △393 △290

貸付金の回収による収入 431 341

投資活動によるキャッシュ・フロー △297 △16

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） 298 235

長期借入金の返済による支出 △440 △402

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △193 △194

リース債務の返済による支出 － △3

その他 － 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △335 △364

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 68 150

現金及び現金同等物の期首残高 1,331 1,493

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,400 1,643
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（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）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。
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６．その他の情報

　部門別四半期営業収入

（単位：百万円）

（ （
） ）

（百万円未満切捨）

そ の 他 部 門 1,807
合 計 8,675

埠 頭 部 門 1,141
倉 庫 部 門 5,727

金 額
至　平成20年6月30日

自　平成20年4月1日

前第１四半期連結累計期間

1,371
7,928

至　平成21年6月30日

金 額

当第１四半期連結累計期間

自　平成21年4月1日

1,078
5,478
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