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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 15,306 △9.6 557 △6.1 513 △8.0 278 30.0
21年3月期第2四半期 16,927 ― 594 ― 558 ― 213 ―

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2四半期 3.61 ―

21年3月期第2四半期 2.77 ―

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2四半期 42,089 17,200 40.8 222.84
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2四半期  17,181百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 2.50

22年3月期 
（予想）

― 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 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2四半期 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2四半期  297,964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2四半期 77,104,599株 21年3月期第2四半期 77,117,147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２四半期連結累計期間（平成２１年４月１日から平成２１年９月３０日）におけるわが

国経済は、企業の在庫調整の一巡や経済対策の効果により、一部に持ち直しの動きは見られま

したが、企業収益は依然として大幅に落ち込んでいることや雇用情勢の急速な悪化により、厳

しい状況が続きました。 
 当埠頭・倉庫業界においては、企業の在庫調整が進んだ結果、入庫数量や保管残高がともに

前年を下回る状況で推移しました。 
 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に努める一方、業務の効

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。また施設面では、今年度竣工

予定の博多支店香椎物流センターの増改築工事に着手した他、来期稼働を目指し、現在川崎支

店や鹿島支店でも設備の強化や倉庫の新設を進めています。 
当第２四半期連結累計期間は、埠頭貨物の雑穀や輸入青果物などを堅調に取扱うことができ

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前年同期

比では減収となりました。しかし、前年は特別損失に投資有価証券評価損を計上したため、四

半期純利益段階では前年同期比で増益となりました。 
すなわち、当期の営業収入は、１５３億６百万円（前年同期比１６億２千１百万円、９．６％

の減収）、経常利益は５億１千３百万円（前年同期比４千４百万円、８．０％の減益）となりま

したが、四半期純利益は２億７千８百万円（前年同期比６千４百万円、３０．０％の増益）と

なりました。 
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、２６０万トン（前年同期２６１万トン）となりました。 
穀物類は、志布志地区での取扱いが増加したため、前年同期（２００万トン）を上回る２０

５万トンの取扱いとなりました。 
 石炭類は、セメント用石炭の取扱いは減少しましたが、発電所用石炭の取扱いが回復したこ

とから前年同期並みの４２万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、ソーダ灰の取扱いは増加しましたが、合金鉄などその他の貨物の取扱いが減少したことで、

前年同期（１８万トン）を下回る１２万トンの取扱いとなりました。 
   当部門における営業収入は２０億８千９百万円となり、前年同期比７.９％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（１８０万トン）を下回る１５７万トンとなりました。 
平均保管残高は、前年同期（２７万トン）を下回る２４万トンとなり、金額では４３１億円

（前年同期４６４億円）となりました。 
   一般貨物では、米・麦、豆類や鋼材などの取扱いは増加しましたが、雑穀飼料や合成ゴム・

樹脂などの取扱いが減少しました。 
   輸入青果物は、シトラスとトロピカル類がやや減少しましたが、バナナやキーウィフルーツ

などを堅調に取扱えたことで、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（６万８千トン）を下回る５万トンの取扱いとなりました。 
   当部門における営業収入は、１０４億１千９百万円となり、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大きく減

少しました。 
当部門における営業収入は２７億９千７百万円となり、前年同期比２５.９％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２四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形及び営業未収入金が３億６千２百万円減少

したことなどにより流動資産が７億１百万円減少したこと、設備投資に伴い建設仮勘定が増加し

たものの、減価償却費の計上により有形固定資産が１億３千２百万円減少したことなどにより、

前連結会計年度末に比べ６億１千１百万円減少し４２０億８千９百万円となりました。純資産は、

株価の上昇等に伴い評価・換算差額等が増加したことなどで、１億９千１百万円増加し１７２億

円となり、自己資本比率は４０．８％で前連結会計年度末比１．０ポイント上昇しました。 
 
（２）キャッシュ・フローの状況 

当第２四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１億７百万円減少

し、１３億８千５百万円となりました。 
（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、前期発生した移転による支出が今期は発生しなかっ

たことなどにより前年同期に比べ５億４千６百万円増加し１２億５千２百万円となりました。 
（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、６億５千６百万円の純支出となりました。定期預金

の預入による支出が増加したことなどにより前年同期に比べ１億８千３百万円純支出が増加し

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、７億２百万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、長期借入による収入が減少したことなどにより前年同期に

比べ２億７千６百万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 
   今後の当業界を取り巻く経済環境は、アジア向けを中心に輸出が増加しつつありますが、企

業の収益は未だ減少が続いており、雇用情勢の悪化や海外景気の下振れ懸念などのリスクが存

在する厳しい状況が続く見込みです。 
   このような状況の中にありますが、当社グループは、引き続き新規集荷などの営業拡大や施

設の増強、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。 
   通期の連結業績見通しにつきましては、ほぼ見込みどおりに推移しておりますので、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ございません。 
 
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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,635 1,893

受取手形及び営業未収入金 3,635 3,998

原材料及び貯蔵品 155 153

前払費用 162 144

繰延税金資産 211 222

その他 433 516

貸倒引当金 △13 △7

流動資産合計 6,220 6,921

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 49,096 49,082

減価償却累計額 △33,414 △32,922

建物及び構築物（純額） 15,681 16,160

機械及び装置 18,276 18,413

減価償却累計額 △15,203 △15,019

機械及び装置（純額） 3,072 3,394

船舶及び車両運搬具 1,032 1,019

減価償却累計額 △902 △913

船舶及び車両運搬具（純額） 130 105

工具、器具及び備品 979 976

減価償却累計額 △886 △874

工具、器具及び備品（純額） 92 102

土地 8,266 8,266

リース資産 96 29

減価償却累計額 △10 △3

リース資産（純額） 86 25

建設仮勘定 1,178 586

有形固定資産合計 28,509 28,641

無形固定資産   

リース資産 20 21

その他 199 207

無形固定資産合計 219 229

投資その他の資産   

投資有価証券 4,874 4,699

長期貸付金 76 86

繰延税金資産 285 379

その他 2,039 1,863

貸倒引当金 △134 △120

投資その他の資産合計 7,140 6,909

固定資産合計 35,869 35,780

資産合計 42,089 42,701
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 2,509 2,825

短期借入金 6,738 6,326

リース債務 25 10

未払法人税等 189 261

未払金 875 925

設備関係支払手形 311 201

その他 913 900

流動負債合計 11,563 11,451

固定負債   

長期借入金 11,665 12,566

リース債務 83 36

繰延税金負債 5 3

退職給付引当金 1,164 1,154

役員退職慰労引当金 84 91

その他 322 387

固定負債合計 13,325 14,240

負債合計 24,888 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 3,777 3,692

自己株式 △49 △48

株主資本合計 17,171 17,087

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16 △119

為替換算調整勘定 26 24

評価・換算差額等合計 10 △94

少数株主持分 19 16

純資産合計 17,200 17,009

負債純資産合計 42,089 42,701
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収入 16,927 15,306

営業原価 15,229 13,858

営業総利益 1,698 1,447

販売費及び一般管理費 1,104 889

営業利益 594 557

営業外収益   

受取利息 4 3

受取配当金 85 76

受取地代家賃 43 52

持分法による投資利益 2 －

その他 50 41

営業外収益合計 186 173

営業外費用   

支払利息 186 197

持分法による投資損失 － 9

その他 36 11

営業外費用合計 222 218

経常利益 558 513

特別利益   

固定資産売却益 － 7

特別利益合計 － 7

特別損失   

固定資産除却損 38 24

投資有価証券評価損 100 －

特別損失合計 139 24

税金等調整前四半期純利益 418 495

法人税、住民税及び事業税 119 176

法人税等調整額 84 39

法人税等合計 203 215

少数株主利益 0 2

四半期純利益 213 278
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 418 495

減価償却費 893 928

引当金の増減額（△は減少） △111 23

固定資産処分損益（△は益） 36 17

借地権利金償却額 9 9

投資有価証券評価損益（△は益） 100 －

受取利息及び受取配当金 △89 △80

支払利息 186 197

持分法による投資損益（△は益） △2 9

売上債権の増減額（△は増加） 70 355

仕入債務の増減額（△は減少） △224 △315

その他 △56 △47

小計 1,229 1,593

移転費用の支払額 △540 －

利息及び配当金の受取額 101 90

利息の支払額 △182 △200

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 97 △231

営業活動によるキャッシュ・フロー 706 1,252

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 △200 △400

定期預金の払戻による収入 400 400

固定資産の取得による支出 △670 △691

固定資産の売却による収入 2 1

固定資産の除却による支出 △12 △2

投資有価証券の取得による支出 △9 △4

貸付けによる支出 △809 △633

貸付金の回収による収入 827 674

投資活動によるキャッシュ・フロー △472 △656

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） 5 22

長期借入れによる収入 1,800 800

長期借入金の返済による支出 △2,037 △1,320

自己株式の取得による支出 △2 △0

配当金の支払額 △193 △191

リース債務の返済による支出 － △11

その他 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △425 △702

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △191 △107

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 1,140 1,385
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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 3,775
合 計 16,927

埠 頭 部 門 2,268
倉 庫 部 門 10,882

金 額
至　平成20年9月30日

自　平成20年4月1日

前第2四半期連結累計期間

2,797
15,306

至　平成21年9月30日

金 額

当第2四半期連結累計期間

自　平成21年4月1日

2,089
10,419
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