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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 2,848 △26.6 △212 ― △201 ― △121 ―
21年3月期第1四半期 3,881 ― 2 ― 21 ― 16 ―

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 △8.26 ―
21年3月期第1四半期 1.10 ―

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 8,204 2,179 26.6 148.61
21年3月期 7,911 2,229 28.2 152.01

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,179百万円 21年3月期  2,229百万円

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

7,120 △12.5 △125 ― △120 ― △80 ― △5.45

通期 15,040 △1.6 100 ― 110 ― 40 ― 2.72
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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 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業績の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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 14,700,000株 21年3月期  14,700,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  33,072株 21年3月期  33,064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 14,666,933株 21年3月期第1四半期 14,668,756株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、製造業における生産や輸出の持ち直しを受け、昨年
秋以降の世界同時不況は下げ止まりの兆しをみせはじめましたが、企業収益の大幅な減少や雇用・所得環
境の悪化などにより依然として厳しい状況が続いております。 
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在庫調整による輸出貨物の大幅な減少、国内

消費低迷による輸入貨物の減少などにより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が、総

取扱量は前年同期間比18.6％減少し、売上高は28億48百万円余(対前年同期間10億32百万円余減)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2.4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79.5％減少し56百万円余(対前年同期間２億20百万円余減)、営業損失
は２億12百万円余(前年同期間は営業利益２百万円余)、経常損失は２億１百万円余(前年同期間は経常利
益21百万円余)、四半期純損失は１億21百万円余(前年同期間は四半期純利益16百万円余)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41.4％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、売上高は9.4％減（前年同期間比)
となりました。船内荷役の売上高は16.6％減(前年同期間比)、その他港湾関連は66.1％減（前年同期間
比)となり、港湾運送事業収入は16億84百万円余(前年同期間比24.6％減)の計上となりました。  

国際輸送部門におきましては、輸出はインド、東南アジア向けは順調に推移しましたが、欧米向けの
家電、機械類の取扱いが減少し、輸出部門の売上は１億68百万円余(対前年同期間１億36百万円減)とな
っております。輸入につきましては、中国からの繊維製品の取扱いが減少し、輸入部門の売上は７億69
百万円余(対前年同期間２億95百万円減)となっております。その結果、国際輸送事業の売上高は９億38
百万円余(前年同期間比31.5％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28.4％減、また、輸入は
14.3％減となり、通関業売上高全体は18.4％減の計上となりました。倉庫業の売上高は前年同期間比
24.0％増、その他代理店業は32.4％減となり、兼業事業収入は２億26百万円余(前年同期間比18.1％減)
の計上となりました。 
  

当第１四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２億93百万円余増加し、82億４百万
円余となりました。流動資産は１億33百万円余増の31億52百万円余、固定資産は１億60百万円余増の50億
51百万円余であります。流動資産増加の主な要因は、現金及び預金の増加等によるものであります。固定
資産増加の主な要因は、時価評価差額による投資有価証券の増加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１億64百万円余増加し、44億60百万円余となりました。固定負債

は、前連結会計年度末に比べ、１億78百万円余増加し15億64百万円余となりました。流動負債増加の主な
要因は、短期借入金と賞与引当金の増加等によるものであります。固定負債増加の主な要因は、長期借入
金の増加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、49百万円余減少し、21億79百万円余となりました。これは、利益

剰余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、48百万円余となりまし

た。これは主に税金等調整前四半期純損失２億円余、営業債務の減少額１億80百万円余、その他の資産の
増加額90百万円余、退職給付引当金の減少額15百万円余ありますが、営業債権の減少額２億77百万円余、
その他の負債の増加額１億15百万円余、賞与引当金の増加額96百万円余、減価償却費42百万円余によるも
のであります。投資活動により増加した資金は７百万円余となりました。これは主に、有形固定資産の取
得による支出10百万円余、その他の支出４百万円余ありますが、貸付金の回収による収入21百万円余によ
るものであります。財務活動により増加した資金は２億６百万円余となりました。これは、長期借入金の
返済による支出99百万円余ありますが、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１四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２億62百万円余増加し７億
97百万円余となりました。 

  

・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21年5月14日発表の第２四半期連結累計期間および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１四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。  

  

該当事項はありません。 

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 797,654 534,967

受取手形及び売掛金 1,407,513 1,685,263

繰延税金資産 247,053 168,070

立替金 388,828 433,715

その他 313,936 199,995

貸倒引当金 △1,995 △2,344

流動資産合計 3,152,991 3,019,668

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,485,117 1,513,204

機械装置及び運搬具（純額） 45,829 48,906

工具、器具及び備品（純額） 9,642 10,663

土地 1,156,869 1,156,869

リース資産（純額） 101,982 103,395

有形固定資産合計 2,799,442 2,833,038

無形固定資産   

借地権 34,560 34,560

その他 15,334 15,714

無形固定資産合計 49,894 50,274

投資その他の資産   

投資有価証券 1,062,012 816,506

差入保証金 819,442 819,745

繰延税金資産 － 49,614

その他 387,425 388,848

貸倒引当金 △66,287 △66,320

投資その他の資産合計 2,202,593 2,008,394

固定資産合計 5,051,929 4,891,706

資産合計 8,204,921 7,911,375
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（単位：千円）

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   

支払手形及び営業未払金 1,098,546 1,279,425

短期借入金 2,735,964 2,606,934

リース債務 24,280 23,378

未払法人税等 5,064 4,271

賞与引当金 265,405 168,750

その他 331,669 213,598

流動負債合計 4,460,931 4,296,357

固定負債   

長期借入金 993,828 842,848

リース債務 83,013 85,399

繰延税金負債 46,108 －

退職給付引当金 387,994 402,596

役員退職慰労引当金 53,389 54,577

固定負債合計 1,564,334 1,385,421

負債合計 6,025,265 5,681,779

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 1,163,388 1,358,028

自己株式 △7,765 △7,763

株主資本合計 2,061,050 2,255,692

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 127,190 △16,395

繰延ヘッジ損益 △8,585 △9,701

評価・換算差額等合計 118,604 △26,096

純資産合計 2,179,655 2,229,595

負債純資産合計 8,204,921 7,911,375
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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：千円）

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   

港湾運送事業収入 2,235,162 1,684,501

国際輸送事業収入 1,369,803 938,201

兼業事業収入 276,377 226,239

営業収入合計 3,881,343 2,848,943

営業費用   

港湾運送事業費 2,190,720 1,802,576

国際輸送事業費 1,286,111 870,282

兼業事業費 127,552 119,367

営業費用合計 3,604,383 2,792,225

営業総利益 276,959 56,717

一般管理費 274,032 268,854

営業利益又は営業損失（△） 2,927 △212,137

営業外収益   

受取利息及び配当金 13,749 9,967

持分法による投資利益 7,892 2,826

その他 18,299 15,580

営業外収益合計 39,942 28,375

営業外費用   

支払利息 19,171 17,165

その他 2,352 675

営業外費用合計 21,523 17,841

経常利益又は経常損失（△） 21,345 △201,602

特別利益   

固定資産処分益 35 －

貸倒引当金戻入額 2,485 382

その他 199 1,188

特別利益合計 2,720 1,570

特別損失   

固定資産除売却損 374 115

特別損失合計 374 115

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

23,691 △200,147

法人税等 7,543 △78,894

四半期純利益又は四半期純損失（△） 16,147 △121,253
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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）

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

23,691 △200,147

減価償却費 39,387 42,469

退職給付引当金の増減額（△は減少） △40,682 △15,791

貸倒引当金の増減額（△は減少） △322 △382

受取利息及び受取配当金 △13,749 △9,967

支払利息 19,171 17,165

持分法による投資損益（△は益） △7,892 △2,826

有形固定資産除売却損益（△は益） 339 115

その他の損益（△は益） △75 △487

賞与引当金の増減額（△は減少） 97,959 96,655

営業債権の増減額（△は増加） 56,104 277,782

その他の資産の増減額（△は増加） △45,050 △90,281

営業債務の増減額（△は減少） △102,320 △180,878

その他の負債の増減額（△は減少） 132,845 115,091

小計 159,406 48,517

利息及び配当金の受取額 13,749 9,967

利息の支払額 △8,986 △6,384

法人税等の支払額 △14,459 △3,972

営業活動によるキャッシュ・フロー 149,711 48,128

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 △20,970 △10,180

有形固定資産の売却による収入 340 －

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 △1,877 △1,498

投資有価証券の売却による収入 1,500 －

貸付金の回収による収入 1,800 21,766

その他の収入 21,155 1,983

その他の支出 △111,427 △4,133

投資活動によるキャッシュ・フロー △113,154 7,936

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 － △1

短期借入金の純増減額（△は減少） － 80,000

長期借入金の返済による支出 △99,400 △99,990

長期借入れによる収入 300,000 300,000

配当金の支払額 △88,074 △73,386

財務活動によるキャッシュ・フロー 112,525 206,621

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 149,081 262,686

現金及び現金同等物の期首残高 606,135 534,967

現金及び現金同等物の四半期末残高 755,216 797,654
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当第１四半期連結会計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

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

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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