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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 22,474 △9.1 716 △7.0 678 △2.3 293 30.9
21年3月期第3四半期 24,713 ― 770 ― 693 ― 224 ―

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 3.81 ―

21年3月期第3四半期 2.91 ―

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 41,763 16,911 40.5 219.11
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3四半期  16,893百万円 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 △8.2 870 △16.8 800 △13.2 340 △5.2 4.41
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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3四半期 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3四半期  299,178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3四半期 77,103,598株 21年3月期第3四半期 77,114,987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３四半期連結累計期間（平成２１年４月１日から平成２１年１２月３１日）におけるわ

が国経済は、政府の経済対策の効果や中国の景気拡大を中心としたアジア経済の回復により、

一部に持ち直しの動きは見られましたが、企業収益の大幅な減少が続いていることや雇用情勢

の一層の悪化から、先行き不透明感がさらに強まる状況となりました。 
 当埠頭・倉庫業界においても、製造業の生産調整の影響を受け、保管残高数量が大幅に落ち

込むなど大変厳しい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。 
しかしながら当第３四半期連結累計期間は、主力である倉庫部門の貨物が、米・麦等一部を

除き大きく保管数量が落ち込んだことに加え、国内・国外ともに貨物輸送量の減少から自動車

運送業務、国際物流業務の取扱いが減少し、前年同期比では減収となりました。しかし、当期

は特別損失の投資有価証券評価損が減少したため、当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、２２４億７千４百万円（前年同期比２２億３千９百万円、９.

１％の減収）、経常利益は６億７千８百万円（前年同期比１千５百万円、２.３％の減益）とな

りましたが、当期純利益は２億９千３百万円（前年同期比６千９百万円、３０.９％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、３８６万トン（前年同期３９９万トン）となりました。 
穀物類は、川崎、鹿島地区での取扱いは減少しましたが、志布志地区での取扱いが増加した

ため、前年同期並みの３００万トンの取扱いとなりました。 
 石炭類は、企業の減産による工場稼働率の低下などの影響を受け、取扱いが減少したため、

前年同期（７０万トン）を下回る６７万トンの取扱いとなりました。同様に鉱石類等その他貨

物も合金鉄を中心に取扱いが減少したことで、前年同期（２８万トン）を大きく下回る１８万

トンの取扱いとなりました。 
   当部門における営業収入は３１億２千５百万円となり、前年同期比８.４％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（２６１万トン）を下回る２３７万トンとなりました。 
平均保管残高も、前年同期（２８万トン）を下回る２４万トンとなり、金額では４２６億円

（前年同期５２０億円）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、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、シトラスが前年同期よりもやや減少しましたが、バナナやキーウィフルーツ

等その他の貨物を堅調に取扱えたことで、青果物全体ではほぼ前年並みの取扱いとなりました。 
   冷蔵倉庫貨物の取扱いは前年同期（１０万トン）を下回る７万トンの取扱いとなりました。 
   当部門における営業収入は、１５１億３千６百万円となり、前年同期比４.５％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４２億１千１百万円となり、前年同期比２２.８％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３四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９億３千８百万円減少し４

１７億６千３百万円となりました。現金及び預金が４億１千６百万円減少したことなどにより流

動資産が７億８千９百万円減少したことや、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２億４百万円減少したことなどによるものです。純資産は、

利益剰余金が９千２百万円減少し１６９億１千１百万円となりましたが、総資産の減少に伴い自

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３四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末より２億６

千６百万円減少し、１２億２千６百万円となりました。 
（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ものの、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や、引当金が減少から増加に転じたことなどによ

り前年同期に比べ２億３千８百万円増加し１５億４千５百万円となりました。 
（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、８億８千２百万円の純支出となりました。定期預金

の払戻による収入が増加したことや、貸付金の回収による収入が貸付による支出を上回ったこ

となどにより前年同期に比べ１億４千６百万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、９億２千５百万円の純支出となりました。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６億１千７百万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、中国、インドといった新興国の一部に景気回復の兆し

が見えつつありますが、荷主企業などの業績は未だ回復基調には至っておらず、厳しい状況が

続く見通しです。 
   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。 
   通期の連結業績予想につきましては、現時点において平成２２年１月２７日に公表いたしま

した「業績予想の修正および特別損失の計上に関するお知らせ」から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作成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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 1,476 1,893

受取手形及び営業未収入金 3,755 3,998

原材料及び貯蔵品 156 153

前払費用 215 144

繰延税金資産 119 222

その他 421 516

貸倒引当金 △12 △7

流動資産合計 6,132 6,921

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 49,160 49,082

減価償却累計額 △33,669 △32,922

建物及び構築物（純額） 15,490 16,160

機械及び装置 18,673 18,413

減価償却累計額 △15,366 △15,019

機械及び装置（純額） 3,307 3,394

船舶及び車両運搬具 1,036 1,019

減価償却累計額 △910 △913

船舶及び車両運搬具（純額） 126 105

工具、器具及び備品 978 976

減価償却累計額 △891 △874

工具、器具及び備品（純額） 87 102

土地 8,266 8,266

リース資産 106 29

減価償却累計額 △15 △3

リース資産（純額） 91 25

建設仮勘定 1,066 586

有形固定資産合計 28,436 28,641

無形固定資産   

リース資産 19 21

その他 194 207

無形固定資産合計 213 229

投資その他の資産   

投資有価証券 4,646 4,699

長期貸付金 74 86

繰延税金資産 369 379

その他 2,012 1,863

貸倒引当金 △122 △120

投資その他の資産合計 6,980 6,909

固定資産合計 35,631 35,780

資産合計 41,763 42,701
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 2,409 2,825

短期借入金 6,503 6,326

リース債務 27 10

未払法人税等 78 261

未払金 849 925

設備関係支払手形 630 201

その他 811 900

流動負債合計 11,310 11,451

固定負債   

長期借入金 11,874 12,566

リース債務 83 36

繰延税金負債 4 3

退職給付引当金 1,182 1,154

役員退職慰労引当金 85 91

その他 311 387

固定負債合計 13,541 14,240

負債合計 24,851 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 3,599 3,692

自己株式 △49 △48

株主資本合計 16,993 17,087

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △126 △119

為替換算調整勘定 27 24

評価・換算差額等合計 △99 △94

少数株主持分 17 16

純資産合計 16,911 17,009

負債純資産合計 41,763 42,701
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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

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

営業収入 24,713 22,474

営業原価 22,266 20,444

営業総利益 2,446 2,029

販売費及び一般管理費 1,675 1,312

営業利益 770 716

営業外収益   

受取利息 6 5

受取配当金 108 94

受取地代家賃 65 77

持分法による投資利益 － 0

その他 76 91

営業外収益合計 257 270

営業外費用   

支払利息 280 290

持分法による投資損失 3 －

その他 50 17

営業外費用合計 334 308

経常利益 693 678

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 74 32

投資有価証券評価損 145 46

特別損失合計 220 78

税金等調整前四半期純利益 473 606

法人税、住民税及び事業税 97 190

法人税等調整額 150 121

法人税等合計 248 312

少数株主利益 0 0

四半期純利益 224 293
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 473 606

減価償却費 1,412 1,406

引当金の増減額（△は減少） △68 28

固定資産処分損益（△は益） 71 24

借地権利金償却額 14 14

投資有価証券評価損益（△は益） 145 46

受取利息及び受取配当金 △115 △100

支払利息 280 290

持分法による投資損益（△は益） 3 △0

売上債権の増減額（△は増加） 100 232

仕入債務の増減額（△は減少） △295 △411

その他 △129 △72

小計 1,892 2,065

移転費用の支払額 △540 －

利息及び配当金の受取額 126 110

利息の支払額 △256 △272

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 84 △358

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,307 1,545

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 △450 △450

定期預金の払戻による収入 400 450

固定資産の取得による支出 △951 △930

固定資産の売却による収入 3 16

固定資産の除却による支出 △15 △9

投資有価証券の取得による支出 △12 △6

貸付けによる支出 △1,226 △949

貸付金の回収による収入 1,223 996

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,029 △882

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） 323 152

長期借入れによる収入 2,201 1,500

長期借入金の返済による支出 △2,441 △2,167

自己株式の取得による支出 △2 △1

配当金の支払額 △389 △390

リース債務の返済による支出 － △18

その他 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △307 △925

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △36 △266

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 1,295 1,226
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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）

当第3四半期連結累計期間

自　平成21年4月1日

3,125
15,136
4,211
22,474

至　平成21年12月31日

金 額金 額
至　平成20年12月31日

自　平成20年4月1日

前第3四半期連結累計期間

埠 頭 部 門 3,413
倉 庫 部 門 15,843
そ の 他 部 門 5,456
合 計 24,713
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