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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 3,339 △15.6 △47 ― △32 ― △172 ―
21年3月期第3四半期 3,956 ― 364 ― 391 ― 183 ―

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3四半期 △11.49 ―
21年3月期第3四半期 12.18 ―

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3四半期 7,563 4,273 56.5 284.45
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3四半期  4,273百万円 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  
※平成22年3月期（予想）の期末配当金については、未定であります。 

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 ― ― ― 5.00 5.00
22年3月期 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
― ―

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 4,300 △17.1 △190 ― △180 ― △140 ― △9.32
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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3四半期 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3四半期  374,403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3四半期 15,025,960株 21年3月期第3四半期 15,029,978株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.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。 
2.平成22年3月期の配当金につきましては、現時点では未定とさせていただきます。今後の事業推移や業績見通しを勘案の上で、決定次第速やかに開示
を行う予定です。 
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当第３四半期累計期間のわが国経済は、外需と景気対策により輸出、生産などに持ち直しの動きが見ら
れたものの、企業収益や雇用環境に改善が見られず、景気は引き続き厳しい状況で推移しました。 
このような情勢のもと、当社の取扱貨物の荷動きが全般的に不振であったことから、当第３四半期累計

期間の売上高は、33億３千９百万円となり、前年同期に比べ６億１千６百万円、15.6％の減収となりまし
た。 
一方、売上原価は、売上高の減少に伴い荷役関係諸払費は減少したものの、新規ばら貨物用地の借地料

や減価償却費が増加したことなどにより、30億４千１百万円となり、前年同期に比べ１億４千８百万円、
4.7％の減少にとどまりました。販売費及び一般管理費については、人件費などの削減に努めた結果、３
億４千５百万円となり、前年同期に比べ５千５百万円、13.9％の減少となりました。 
以上の結果、当第３四半期累計期間は、営業損失４千７百万円（前年同期は３億６千４百万円の営業利

益）、経常損失３千２百万円（前年同期は３億９千１百万円の経常利益）となり、四半期純損失について
は、第２四半期末に１億５千３百万円の繰延税金資産を取り崩したことにより、１億７千２百万円（前年
同期は１億８千３百万円の四半期純利益）となりました。 

  

部門別の営業の概況は、次の通りです。 

荷役業務は、石炭をはじめ、コークス、工業用塩、合金鉄などの取扱数量が減少し、減収となりま
した。これに伴い関連する海上運送、保管、陸上運送及びその他業務につきましてもそれぞれ減収と
なりました。 
以上により、ばら貨物部門の売上高は10億４千７百万円となり、前年同期に比べ４億２千１百万

円、28.7％の減収となりました。 

石油類は、燃料需要の落込みに伴う取扱数量の減少などにより減収となりました。また、化学品類
につきましても、荷動きに一部回復の動きがあるものの、保管収入の減少が響き、減収となりまし
た。 
以上により、液体貨物部門の売上高は９億３千９百万円となり、前年同期に比べ１億７千７百万

円、15.9％の減収となりました。 

危険物倉庫は、荷役業務でわずかに増収となりました。低温倉庫と冷蔵倉庫は取扱数量が減少し、
減収となりました。一方、第２低温倉庫は、保管収入が増加したことにより増収となりました。食材
加工施設については、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13億５千万円となり、前年同期に比べ１千７百万円、1.3％

の減収となりました。 

  

当第３四半期会計期間末の総資産は75億６千３百万円となり、前事業年度末に比べて４億２千万円減少
しました。これは減価償却により有形固定資産が減少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資金調達を行い長期借入金及び社債が増加したものの、未払金及び未払費用等

のその他の流動負債が減少するなどした結果、前事業年度末に比べて１億４千８百万円減少し、32億９千
万円となりました。 
純資産合計につきましては四半期純損失を計上したことなどにより前事業年度末に比べて２億７千１百

万円減少し、42億７千３百万円となりました。 
キャッシュ・フローの状況につきましては、当第３四半期末の現金及び現金同等物（以下「資金」とい

う）は６億５千７百万円となり、前事業年度末に比べて８千６百万円減少しました。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、法人税等の支払額が８千２百万円あり、また借地料の前払い

や前事業年度の未払修理維持費の支払等によりその他の営業活動によるキャッシュ・フローが２億１千５
百万円減少するなどしました。一方で減価償却費を４億１千１百万円計上するなどしたため、合計では７
千９百万円の資金増加（前年同四半期は３億７千万円の資金増加）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２億１千１百万円行ったことな

どから２億１千６百万円の資金減少(前年同四半期は１億６千４百万円の資金減少)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による支出が３億７千２

百万円、配当金の支払額が７千４百万円あるなどしたものの、長期借入れ及び社債の発行による収入が４
億９千８百万円あったため、５千万円の資金増加(前年同四半期は２億９千６百万円の資金減少)となりま
した。 

  

・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
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平成22年３月期の通期の業績予想につきましては、平成21年10月19日に公表した数値に変更はございま
せん。 

  

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。 

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。 

  

  

3. 業績予想に関する定性的情報

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)

(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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 657,260 743,404

受取手形及び売掛金 387,409 403,689

有価証券 10,000 14,999

貯蔵品 14,776 12,815

その他 186,392 106,510

貸倒引当金 △8,033 △7,253

流動資産合計 1,247,806 1,274,164

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,954,092 3,147,315

構築物（純額） 550,702 623,626

機械及び装置（純額） 541,311 595,131

その他（純額） 116,438 135,223

有形固定資産合計 4,162,545 4,501,297

無形固定資産 219,856 225,852

投資その他の資産   

投資有価証券 1,467,494 1,518,348

その他 466,291 464,522

投資その他の資産合計 1,933,786 1,982,870

固定資産合計 6,316,188 6,710,021

資産合計 7,563,995 7,984,186

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 203,434 208,193

1年内返済予定の長期借入金 446,804 413,154

未払法人税等 2,299 80,916

賞与引当金 18,700 46,622

受入建設協力金 670,698 63,059

その他 315,372 522,229

流動負債合計 1,657,309 1,334,175

固定負債   

社債 80,000 －

長期借入金 973,733 932,966

長期受入建設協力金 － 652,587

退職給付引当金 20,222 40,182

役員退職慰労引当金 91,646 76,706

環境対策引当金 89,968 94,633

その他 377,129 307,339

固定負債合計 1,632,700 2,104,415

負債合計 3,290,009 3,438,591
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 2,836,401 3,084,155

自己株式 △53,379 △53,135

株主資本合計 3,918,182 4,166,181

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 355,803 379,413

評価・換算差額等合計 355,803 379,413

純資産合計 4,273,985 4,545,594

負債純資産合計 7,563,995 7,984,186

櫻島埠頭株式会社（9353）　平成22年3月期第3四半期決算短信（非連結）

－6－



(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 3,956,748 3,339,908

売上原価 3,190,392 3,041,835

売上総利益 766,355 298,072

販売費及び一般管理費 401,441 345,810

営業利益又は営業損失（△） 364,913 △47,737

営業外収益   

受取利息 3,564 2,164

受取配当金 46,853 31,052

受取家賃 6,650 6,578

その他 2,884 7,054

営業外収益合計 59,952 46,849

営業外費用   

支払利息 33,185 29,037

その他 105 2,609

営業外費用合計 33,291 31,646

経常利益又は経常損失（△） 391,574 △32,535

特別利益   

受取保険金 12,602 13,006

債務免除益 － 5,616

貸倒引当金戻入額 5,185 －

保険解約返戻金 3,618 －

その他 47 －

特別利益合計 21,454 18,623

特別損失   

固定資産除却損 － 5,613

投資有価証券評価損 74,753 －

たな卸資産評価損 6,860 －

その他 2,603 －

特別損失合計 84,217 5,613

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 328,812 △19,525

法人税、住民税及び事業税 114,616 2,835

法人税等調整額 31,086 150,258

法人税等合計 145,702 153,093

四半期純利益又は四半期純損失（△） 183,109 △172,618
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【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,378,364 1,132,866

売上原価 1,122,937 1,007,684

売上総利益 255,426 125,181

販売費及び一般管理費 139,938 111,017

営業利益 115,488 14,164

営業外収益   

受取利息 1,286 908

受取配当金 21,543 17,143

受取家賃 2,369 2,360

その他 583 1,227

営業外収益合計 25,782 21,639

営業外費用   

支払利息 10,285 9,398

その他 72 968

営業外費用合計 10,358 10,366

経常利益 130,912 25,437

特別利益   

受取保険金 2,852 －

特別利益合計 2,852 －

特別損失   

固定資産除却損 － 372

投資有価証券評価損 51,529 －

その他 1,662 －

特別損失合計 53,191 372

税引前四半期純利益 80,572 25,064

法人税、住民税及び事業税 25,689 945

法人税等調整額 5,526 △1,190

法人税等合計 31,215 △245

四半期純利益 49,357 25,309
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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
（△）

328,812 △19,525

減価償却費 395,279 411,814

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,275 780

賞与引当金の増減額（△は減少） △24,247 △27,922

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △34,883 14,940

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,834 △19,959

環境対策引当金の増減額（△は減少） △8,454 △4,664

受取利息及び受取配当金 △50,417 △33,217

支払利息 33,185 29,037

保険解約損益（△は益） △3,618 －

投資有価証券評価損益（△は益） 74,753 －

固定資産除却損 － 5,613

売上債権の増減額（△は増加） △120,586 16,279

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,130 △1,961

仕入債務の増減額（△は減少） 45,992 △4,758

未払又は未収消費税等の増減額 △22,527 2,802

その他 △200,168 △215,060

小計 415,809 154,196

利息及び配当金の受取額 50,374 33,196

利息の支払額 △30,171 △25,140

法人税等の支払額 △65,577 △82,349

営業活動によるキャッシュ・フロー 370,433 79,903

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 52,000 10,000

有形固定資産の取得による支出 △163,421 △211,611

無形固定資産の取得による支出 △6,790 △3,347

投資有価証券の取得による支出 △4,707 －

差入保証金の差入による支出 △52,000 △7,000

その他 10,767 △4,530

投資活動によるキャッシュ・フロー △164,151 △216,490
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 120,000 －

短期借入金の返済による支出 △120,000 －

長期借入れによる収入 200,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △306,113 △325,583

社債の発行による収入 － 98,577

社債の償還による支出 △9,000 －

受入建設協力金の返済による支出 △92,182 △47,294

自己株式の取得による支出 △475 △244

配当金の支払額 △89,227 △74,966

財務活動によるキャッシュ・フロー △296,998 50,488

現金及び現金同等物に係る換算差額 △68 △45

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △90,784 △86,143

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 524,413 657,260
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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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