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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 4,607 △11.2 20 △92.9 30 △90.2 △299 ―
21年3月期 5,188 8.0 284 72.0 307 76.4 162 △7.2

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり
当期純利益

自己資本当期純利
益率

総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △19.92 ― △6.8 0.4 0.4
21年3月期 10.78 ― 3.3 3.6 5.5

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 7,454 4,228 56.7 281.44
21年3月期 7,984 4,545 56.9 302.49

（参考） 自己資本   22年3月期  4,228百万円 21年3月期  4,545百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 444 △236 △96 855
21年3月期 795 △213 △454 743

2.  配当の状況 

（注）23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 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 5.00 5.00 75 46.4 1.6
22年3月期 ― ― ― 3.00 3.00 45 ― 1.0
23年3月期 

（予想）
― ― ― ― ― ―

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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 
累計期間

2,200 △0.3 △200 ― △190 ― 90 ― 5.99

通期 4,400 △4.5 △340 ― △330 ― 10 ― 0.67
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、29ページ「1株当たり情報」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 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  374,403株 21年3月期  372,850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。なお、上記業績予想に関する事項は、3ページ、「1.経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
2.平成23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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当事業年度のわが国経済は、中国を中心とする外需主導により一部景気は持ち直しの傾向が見られた

ものの、全体として企業の生産水準はなお低く、企業収益は大幅に減少しました。このため、設備投資

は低迷し、個人消費についても雇用情勢の悪化や所得の減少により好転の兆しは見られず、引き続き厳

しい経営環境で推移しました。 

このような情勢のもと、当社はより質の高い物流サービスの提供による既存顧客の維持と顧客ニーズ

への柔軟な対応による新規貨物の誘致のために積極的な営業活動に取り組みました。 

しかしながら、当社が取り扱っている港湾貨物のうち原材料を中心とするばら貨物につきましては、

取扱数量が大幅に減少し、前事業年度に比べ減収となりました。 

液体貨物の分野におきましては、一部タンクの契約満了と、景気後退に伴う取扱数量の減少により減

収となりました。 

物流倉庫につきましては、主に冷蔵倉庫の取扱数量が減少したため減収となりました。 

以上により、当事業年度の売上高は46億７百万円となり、前事業年度に比べ５億８千万円、11.2％の

減収となりました。 

一方、売上原価は、荷役関係諸払費が減少したほか、設備修理費、人件費などを削減したことによ

り、41億３千万円となりましたが、前事業年度に比べ２億３千４百万円、5.4％の減少にとどまりまし

た。また、販売費及び一般管理費については、人件費や諸経費の節減に努めたことにより、４億５千７

百万円となり、前事業年度に比べ８千１百万円、15.1％の減少となりました。 

この結果、営業利益は２千万円となり、前事業年度に比べ２億６千４百万円、92.9％の減益となりま

した。経常利益は３千万円となり、前事業年度に比べ２億７千７百万円、90.2％の減益となりました。

終損益につきましては、２億９千９百万円の当期純損失（前事業年度は、１億６千２百万円の当期

純利益）となりました。これは、第２低温倉庫について１億８千８百万円の固定資産の減損損失を計上

したこと、また１億５千３百万円の繰延税金資産を取り崩したことなどが原因であります。 

部門別の営業の概況は、次のとおりです。 

大型クレーンを使用する荷役業務は、輸入ばら貨物の積み替えを主体とする船内荷役と中継保管貨

物を取り扱う沿岸荷役の荷役数量が、共に減少したことにより、総荷役数量は198万トンと、前事業

年度に比べ10.3％の減少となりました。 

これを主な貨物で見ますと、前事業年度に比べ一般用塩が10万トン、工業用塩が９万トン、フェロ

アロイが６万トン、コークスが５万トン、それぞれ減少しました。 

一方、石炭が９万トン、イルメナイトが５万トン、それぞれ増加しました。 

以上により、荷役業務の売上高は６億８千２百万円となり、前事業年度に比べ18.4％の減収となり

ました。 

次に、海上運送業務につきましては、荷役数量の減少に伴い内航船運送、はしけ運送共に取扱数量

が減少し、売上高は２億５千３百万円と、前事業年度に比べ24.8％の減収となりました。 

保管業務におきましては、野積保管ではコークスが、倉庫保管ではアルミナの取扱いがそれぞれ減

少したことにより、保管業務全体の売上高は２億８千２百万円となり、前事業年度に比べ7.2％の減

収となりました。 

その他の業務につきましては、トラック運送が減少したことなどが響き、売上高は３億６千３百万

円と、前事業年度に比べ19.2％の減収となりました。 

以上により、ばら貨物部門の売上高は15億８千万円となり、前事業年度に比べ３億４千６百万円、

18.0％の減収となりました。 

石油類につきましては、燃料需要の減少により、白油・重油の荷動きは総じて低調でありました。

また、工業用原料油など一部タンクの契約満了による稼働率低下により、売上高は９億８千７百万円

となり、前事業年度に比べ１億８千５百万円、15.8％の減収となりました。 

化学品類につきましては、新規貨物の取り扱いはありましたが、大口貨物の荷動きが低迷したた

め、売上高は２億５千９百万円と、前事業年度に比べ１千６百万円、6.1％の減収となりました。 

以上により、液体貨物部門の売上高は12億４千６百万円となり、前事業年度に比べ２億１百万円、

13.9％の減収となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

 ①当期の営業の経過及び成果

(ばら貨物部門)

(液体貨物部門)
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危険物倉庫は、荷役業務の増収により、売上高は１億４千６百万円と、前事業年度に比べ４百万

円、3.2％の増収となりました。 

低温倉庫につきましては、荷役業務が減収となり、売上高は７億１千５百万円と、前事業年度に比

べ１千５百万円、2.1％の減収となりました。 

冷蔵倉庫につきましては、貨物構成の変更による取扱数量の減少により、売上高は１億７千７百万

円と、前事業年度に比べ２千８百万円、13.7％の減収となりました。 

第２低温倉庫は、売上高が５億９千６百万円と、前事業年度に比べ８百万円、1.4％の増収となり

ました。 

食材加工施設につきましては、売上高は１億４千万円と前事業年度並みで推移しました。  

以上の結果、物流倉庫部門の売上高は17億７千６百万円となり、前事業年度に比べ３千１百万円、

1.7％の減収となりました。 

今後の見通しにつきましては、国内の設備投資の下げ止まりや企業収益の好転が期待されるものの、

雇用・所得環境が引き続き厳しいことから、わが国の景気回復は時間を要するものと思われます。 

当社におきましても、平成23年３月期は非常に厳しい経営環境となる見込みです。 

まず、ばら貨物部門においては、燃料用の石炭や輸出用のコークスに取扱数量の増加を見込んでいま

す。液体貨物部門では、化学品の一部に取扱数量の増加を見込めるものの、石油製品に対する総需要量

が減少していることから、タンク稼働率の低下が見込まれます。また、物流倉庫部門では、第２低温倉

庫の契約満了が影響し、収支状況は厳しいものになると思われます。 

このような情勢を踏まえ、平成23年３月期の通期業績予想としては、売上高を44億円とし、固定費に

加え第２低温倉庫に係る整備等に費用が発生することから、営業損失340百万円、経常損失330百万円と

なる見込みです。 終損益につきましては、株式の売却により資金調達することから、有価証券売却益

350百万円の特別利益を見込み、当期純利益10百万円と予想いたしております。 
  

(物流倉庫部門)

 ②次期の見通し
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当事業年度末の総資産は74億５千４百万円となり、前事業年度末に比べて５億２千９百万円減少し

ました。これは投資有価証券が株式の時価の回復等により増加したものの、減価償却の実施や減損損

失の計上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、繰延税金資産の取崩等により繰延税金負債が増加するなどしたものの、

未払費用や未払法人税等が減少するなどした結果、前事業年度末に比べて２億１千２百万円減少し、

32億２千５百万円となりました。 

純資産合計につきましても当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３億１千６

百万円減少し、42億２千８百万円となりました。 

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは４億４千４百万

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の取得による支出

により２億３千６百万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

れ及び社債の発行を行いましたが、９千６百万円の資金減少となりました。これらの結果、当事業年

度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は８億５千５百万円となり、前事業年度末に比べ

て１億１千１百万円増加しました。 

営業活動によるキャッシュ・フローでは、税引前当期純損失の計上額が１億４千３百万円、法人

税等の支払額が８千２百万円などとなりましたが、減価償却費を５億５千1百万円、減損損失を１

億８千８百万円計上するなどした結果、４億４千４百万円の資金増加（前事業年度は７億９千５百

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２億３千万円行ったこ

となどから２億３千６百万円の資金減少(前事業年度は２億１千３百万円の資金減少)となりまし

た。 

財務活動によるキャッシュ・フローでは、長期借入れ及び社債発行による収入が４億９千８百万

円ありましたが、長期借入金及び受入建設協力金の返済並びに社債の償還による支出が５億１千９

百万円、配当金の支払額が７千５百万円あるなどしたため９千６百万円の資金減少(前事業年度は

４億５千４百万円の資金減少)となりました。 

なお、当社のキャッシュ・フロー指標の推移は以下のとおりであります。 

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況

(営業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)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
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 ・自己資本比率：自己資本／総資産 

 ・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 ・キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

 ・インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

(注) １ 株式時価総額は期末日株価終値に自己株式を除く発行済株式数を乗じて計算しております。 

２ 営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書における営業活動によるキャッシュ・フローを利用し

ております。 

３ 有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としています。

また、利払いはキャッシュ・フロー計算書における利息の支払額を利用しております。 

  

当社は安定性を経営の基本と考えており、そのため株主の皆様には安定的な配当を継続することを利

益配分の基本方針といたしております。従いまして、業績の向上と内部留保による財務体質の強化を図

り、利益水準が低下した場合もできる限り配当を継続するようにいたしております。 

しかしながら、港湾運送事業を含む物流業界の経営環境は厳しく、当社として十分な当期純利益を安

定的に確保できる状態になるまでは、経営の安定性と財務体質の維持、強化を重視する観点から、内部

留保の水準と当期純利益の見通しを考慮して配当金額を決定していきたく存じます。 

なお、目標とすべき経営指標等は特に設けておりませんが、できる限り安定的な配当を実施でき、か

つ内部留保ができるような利益水準になるよう努力する所存であります。 

以上のことから、当期につきましては、当期純損失となりましたが、安定的な配当を継続する観点か

ら、前期に比べ２円減配の１株当たり年３円の期末配当を予定いたしております。 

なお、次期の配当につきましては、非常に厳しい業績が見込まれるため、現時点では未定といたした

いと存じます。 

  

近の有価証券報告書（平成21年６月29日提出）における「事業系統図（事業の内容）」から重要な変更

がないため、記載を省略しております。 

  

(1)会社の経営の基本方針、(2)目標とする経営指標、(3)中長期的な会社の経営戦略、(4)会社の対処すべ

き課題 以上の項目につきましては、平成18年５月26日開示の「平成18年３月期決算短信（非連結）」から

重要な変更がないため、記載を省略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（大阪証券取引所ホームページ（上場会社検索ページ）） 

http://www.ose.or.jp/listed/ind_jk.html 

  

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％） 51.5 51.8 55.0 56.9 56.7

時価ベースの自己資本比率
（％）

29.1 28.3 30.9 28.2 27.8

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

4.8 5.8 4.8 2.7 4.7

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

12.0 10.3 10.0 19.5 13.0

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

2. 企業集団の状況

3. 経営方針
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4.【財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 743,404 855,280

受取手形 1,100 －

売掛金 402,589 350,725

有価証券 ※1  14,999 ※1  10,000

貯蔵品 12,815 14,522

前払費用 37,447 27,800

未収入金 30,605 38,130

繰延税金資産 38,372 －

その他 84 604

貸倒引当金 △7,253 △7,661

流動資産合計 1,274,164 1,289,402

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※2  8,350,849 ※2  7,181,732

減価償却累計額 △5,203,533 △4,460,901

建物（純額） 3,147,315 2,720,830

構築物 ※2  6,873,567 ※2  6,874,045

減価償却累計額 △6,249,941 △6,351,812

構築物（純額） 623,626 522,233

機械及び装置 ※2  5,047,555 ※2  4,591,946

減価償却累計額 △4,452,423 △4,079,928

機械及び装置（純額） 595,131 512,018

船舶 ※2  36,317 ※2  36,317

減価償却累計額 △31,805 △32,595

船舶（純額） 4,511 3,722

車両運搬具 50,568 52,876

減価償却累計額 △36,078 △42,847

車両運搬具（純額） 14,489 10,029

工具、器具及び備品 ※2  656,143 ※2  590,518

減価償却累計額 △584,407 △530,605

工具、器具及び備品（純額） 71,735 59,913

土地 30,787 30,787

建設仮勘定 13,700 －

有形固定資産合計 4,501,297 3,859,534

無形固定資産   

借地権 173,737 173,737

港湾施設利用権 24,367 20,342

ソフトウエア 25,339 20,401
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

ソフトウエア仮勘定 － 7,180

電話加入権 2,038 2,038

その他 370 43

無形固定資産合計 225,852 223,744

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  1,518,348 ※1  1,610,482

差入保証金 160,703 167,703

生命保険積立金 290,759 297,161

会員権 6,647 6,647

長期前払費用 6,340 －

その他 70 82

投資その他の資産合計 1,982,870 2,082,077

固定資産合計 6,710,021 6,165,356

資産合計 7,984,186 7,454,758

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※3  208,193 ※3  187,755

1年内償還予定の社債 － 20,000

1年内返済予定の長期借入金 413,154 428,514

未払金 114,039 67,275

未払費用 ※4  244,096 ※4  113,301

未払法人税等 80,916 5,415

未払消費税等 5,135 9,965

前受金 78,261 82,523

前受収益 3,608 1,804

預り金 5,918 13,175

賞与引当金 46,622 40,457

設備関係支払手形 71,170 29,654

受入建設協力金 63,059 655,670

流動負債合計 1,334,175 1,655,512

固定負債   

社債 － 70,000

長期借入金 932,966 871,172

受入保証金 100,000 100,000

長期設備関係支払手形 29,654 －

長期受入建設協力金 652,587 －

退職給付引当金 40,182 14,299

役員退職慰労引当金 76,706 96,626

環境対策引当金 94,633 85,035

長期前受金 13,257 20,600
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

長期前受収益 1,804 －

繰延税金負債 162,623 312,701

固定負債合計 2,104,415 1,570,434

負債合計 3,438,591 3,225,947

純資産の部   

株主資本   

資本金 770,000 770,000

資本剰余金   

資本準備金 365,161 365,161

資本剰余金合計 365,161 365,161

利益剰余金   

利益準備金 192,500 192,500

その他利益剰余金   

設備建設積立金 1,200,000 1,200,000

退職手当積立金 300,000 300,000

特別償却準備金 11,026 5,991

別途積立金 1,000,000 1,000,000

繰越利益剰余金 380,628 11,160

利益剰余金合計 3,084,155 2,709,651

自己株式 △53,135 △53,379

株主資本合計 4,166,181 3,791,433

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 379,413 437,378

評価・換算差額等合計 379,413 437,378

純資産合計 4,545,594 4,228,811

負債純資産合計 7,984,186 7,454,758
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 ※1  5,188,228 ※1  4,607,398

売上原価 ※2  4,365,212 ※2  4,130,265

売上総利益 823,015 477,132

販売費及び一般管理費   

役員報酬 90,315 82,320

給料及び手当 182,420 157,166

賞与引当金繰入額 20,005 16,329

役員退職慰労引当金繰入額 20,479 19,920

退職給付費用 44,661 15,024

福利厚生費 42,815 35,622

交際費 8,752 5,859

旅費及び交通費 22,019 19,014

通信費 4,938 4,956

事務用消耗品費 4,306 4,992

減価償却費 13,258 13,040

借地借家料 2,314 2,334

貸倒引当金繰入額 － 408

その他 81,876 80,021

販売費及び一般管理費合計 538,162 457,010

営業利益 284,853 20,122

営業外収益   

受取利息 1,032 445

有価証券利息 2,872 1,947

受取配当金 47,983 31,806

受取家賃 8,768 ※2  8,702

その他 5,966 6,618

営業外収益合計 66,623 49,519

営業外費用   

支払利息 43,379 37,140

社債利息 71 718

その他 65 1,524

営業外費用合計 43,516 39,382

経常利益 307,959 30,259
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

受取保険金 12,602 13,006

債務免除益 － 5,616

固定資産売却益 ※3  3,028 ※3  2,086

受取補償金 ※4  19,173 ※4  －

貸倒引当金戻入額 7,748 －

保険解約返戻金 3,618 －

特別利益合計 46,170 20,709

特別損失   

減損損失 ※5  － ※5  188,299

固定資産除却損 ※6  5,684 ※6  5,671

投資有価証券評価損 47,755 －

たな卸資産評価損 6,860 －

ゴルフ会員権評価損 6,346 －

特別損失合計 66,647 193,971

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 287,483 △143,002

法人税、住民税及び事業税 108,513 7,283

法人税等調整額 16,914 149,081

法人税等合計 125,427 156,365

当期純利益又は当期純損失（△） 162,055 △299,368
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 770,000 770,000

当期末残高 770,000 770,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 365,161 365,161

当期末残高 365,161 365,161

資本剰余金合計   

前期末残高 365,161 365,161

当期末残高 365,161 365,161

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 192,500 192,500

当期末残高 192,500 192,500

その他利益剰余金   

設備建設積立金   

前期末残高 1,200,000 1,200,000

当期末残高 1,200,000 1,200,000

退職手当積立金   

前期末残高 300,000 300,000

当期末残高 300,000 300,000

特別償却準備金   

前期末残高 17,749 11,026

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △6,723 △5,035

当期変動額合計 △6,723 △5,035

当期末残高 11,026 5,991

別途積立金   

前期末残高 1,000,000 1,000,000

当期末残高 1,000,000 1,000,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 302,035 380,628

当期変動額   

剰余金の配当 △90,185 △75,135

特別償却準備金の取崩 6,723 5,035

当期純利益又は当期純損失（△） 162,055 △299,368

当期変動額合計 78,593 △369,468

当期末残高 380,628 11,160
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 3,012,285 3,084,155

当期変動額   

剰余金の配当 △90,185 △75,135

特別償却準備金の取崩 － －

当期純利益又は当期純損失（△） 162,055 △299,368

当期変動額合計 71,870 △374,504

当期末残高 3,084,155 2,709,651

自己株式   

前期末残高 △52,530 △53,135

当期変動額   

自己株式の取得 △604 △244

当期変動額合計 △604 △244

当期末残高 △53,135 △53,379

株主資本合計   

前期末残高 4,094,915 4,166,181

当期変動額   

剰余金の配当 △90,185 △75,135

当期純利益又は当期純損失（△） 162,055 △299,368

自己株式の取得 △604 △244

当期変動額合計 71,265 △374,748

当期末残高 4,166,181 3,791,433

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,046,500 379,413

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △667,086 57,965

当期変動額合計 △667,086 57,965

当期末残高 379,413 437,378

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,046,500 379,413

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △667,086 57,965

当期変動額合計 △667,086 57,965

当期末残高 379,413 437,378
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 5,141,415 4,545,594

当期変動額   

剰余金の配当 △90,185 △75,135

当期純利益又は当期純損失（△） 162,055 △299,368

自己株式の取得 △604 △244

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △667,086 57,965

当期変動額合計 △595,820 △316,783

当期末残高 4,545,594 4,228,811
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 287,483 △143,002

減価償却費 531,482 551,823

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,833 408

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,297 △6,165

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,532 △25,883

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △29,903 19,920

環境対策引当金の増減額（△は減少） △15,265 △9,597

受取利息及び受取配当金 △51,888 △34,199

支払利息 43,451 37,858

固定資産売却損益（△は益） △3,028 △2,086

保険解約損益（△は益） △3,618 －

減損損失 － 188,299

固定資産除却損 5,684 5,671

投資有価証券評価損益（△は益） 47,755 －

ゴルフ会員権評価損 6,346 －

売上債権の増減額（△は増加） 28,776 52,963

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,365 △1,707

仕入債務の増減額（△は減少） 9,897 △20,438

未払又は未収消費税等の増減額 △32,277 4,830

その他 14,711 △91,265

小計 850,374 527,430

利息及び配当金の受取額 51,838 34,176

利息の支払額 △40,726 △34,209

法人税等の支払額 △65,717 △82,444

営業活動によるキャッシュ・フロー 795,768 444,953

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 85,000 15,000

有形固定資産の取得による支出 △190,531 △230,010

無形固定資産の取得による支出 △6,790 △2,847

投資有価証券の取得による支出 △4,707 △5,079

差入保証金の差入による支出 △111,130 △7,000

その他 14,859 △6,823

投資活動によるキャッシュ・フロー △213,300 △236,761
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３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 △433,474 △446,434

社債の発行による収入 － 98,577

社債の償還による支出 △18,000 △10,000

受入建設協力金の返済による支出 △112,934 △63,059

自己株式の取得による支出 △604 △244

配当金の支払額 △89,233 △75,117

財務活動によるキャッシュ・フロー △454,246 △96,277

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14 △38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 128,207 111,875

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期末残高 ※  743,404 ※  855,280
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該当事項はありません。 

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 満期保有目的の債券

  償却原価法(定額法)を採用してお

ります。

(1) 満期保有目的の債券

同左

(2) その他有価証券

 ① 時価のあるものは期末日の市場

価格等に基づく時価法を採用し

ております。

   (評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動

平均法により算定しておりま

す。)

(2) その他有価証券 

 ①      同左

 ② 時価のないものは移動平均法に

よる原価法を採用しておりま

す。

 ②      同左

２ 貯蔵品の評価基準及び評

価方法

先入先出法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく

簿価切り下げの方法）を採用しており

ます。

先入先出法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく

簿価切り下げの方法）を採用しており

ます。

(会計方針の変更)

貯蔵品については、従来、先入先

出法による原価法によっておりま

したが、当期より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 平成18年7月5日 企

業会計基準第9号）が適用された

ことに伴い、先入先出法による原

価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切り下

げの方法）により算定しておりま

す。

これにより、従来の方法によった

場合に比べ、税引前当期純利益が

6,860千円減少しております。

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

  建物(建物附属設備を除く。)は定

額法、その他は定率法を採用して

おります。

主な耐用年数は次の通りでありま

す。

   建物      21年

   構築物     15年

   機械及び装置  12年

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

  建物(建物附属設備を除く。)は定

額法、その他は定率法を採用して

おります。

主な耐用年数は次の通りでありま

す。

   建物      21年

   構築物     15年

   機械及び装置  12年

(追加情報)

従来、機械及び装置の耐用年数は

5～15年としておりましたが、法

人税法の改正を契機として経済的

耐用年数の見直しを行った結果、

当期より機械及び装置の耐用年数

を5～12年に変更しております。

これにより、従来の方法によった

場合に比べ、売上原価、販売費及

び一般管理費が3,932千円増加

し、営業利益、経常利益、税引前

当期純利益はそれぞれ同額減少し

ております。

櫻島埠頭株式会社(9353)　平成22年３月期決算短信(非連結)

－17－



項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法を採用

しております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

同左

(3) リース資産 

所有権移転ファイナンス・リース

取引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用する

減価償却方法と同一の方法を採

用することとしております。

(3) リース資産 

所有権移転ファイナンス・リース

取引に係るリース資産

同左

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法を採用

することとしております。

なお、平成20年3月31日以前に

契約を締結した所有権移転外フ

ァイナンス・リース取引につい

ては引き続き賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理を採用し

ております。

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産

同左

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

  従業員に対する賞与の支出に備え

るため、翌期支給見込額のうち当

期負担額を計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及び

適格退職年金に係る年金資産の見

込額に基づき、当期末に発生して

いると認められる額を計上してお

ります。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及び

確定給付企業年金制度に係る年金

資産の見込額に基づき、当期末に

発生していると認められる額を計

上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支出に

備えるため、役員退職慰労金規程

に基づき期末要支給見込額を計上

しております。

(4) 役員退職慰労引当金

同左

(5) 環境対策引当金

  梅町油槽所内において発生した土

壌及び地下水汚染の浄化費用とし

て、今後見込まれる金額を計上し

ております。

(5) 環境対策引当金

同左
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項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

  金利スワップ取引については、金

融商品会計基準に定める特例処理

を行っております。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

  当期にヘッジ会計を適用したヘッ

ジ手段とヘッジ対象は以下の通り

であります。
ａ ヘッジ手段 金利スワップ

ｂ ヘッジ対象 長期借入金の
利息

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3) ヘッジ方針

  変動金利の長期借入金の金利変動

リスクをヘッジするために金利ス

ワップを利用することにしており

ます。

(3) ヘッジ方針

同左

(4) 有効性評価の方法

  金利スワップの特例処理の要件を

満たすものであり、有効性の評価

を省略しております。

(4) 有効性評価の方法

同左

６ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資

金(現金及び現金同等物)の範囲は、手

許資金、随時引き出し可能な預金及び

預入れから３ヵ月以内に期限の到来す

る定期預金からなっております。

同左

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理は税抜方式を採用

しております。

同左

(7)【重要な会計方針の変更】

【会計処理の変更】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(リース取引に関する会計基準)

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会

計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年3月30日改正））及び「リース取引に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16

号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委

員会）、平成19年3月30日改正））が適用されたことに

伴い、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によ

ることとしております。また、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法につ

いては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用することとしております。

なお、平成20年3月31日以前に契約を締結した所有権移

転外ファイナンス・リース取引については引き続き賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。

これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益

への影響はありません。

―――
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【表示方法の変更】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(貸借対照表関係)

従来、区分掲記しておりました無形固定資産の「水道施

設利用権」及び「電気通信施設利用権」は、当期より金

額的重要性が乏しくなったため無形固定資産の「その

他」として表示しております。

なお、当期の「その他」に含まれる「水道施設利用権」

及び「電気通信施設利用権」の金額は325千円及び44千

円であります。

―――

(損益計算書関係)

当期よりＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い財務諸表

の比較可能性を向上するため勘定科目の質的及び金額的

重要性を再検討した結果、販売費及び一般管理費の「電

算機費」、「修繕費」、「支払手数料」及び「事務費」

は重要性が乏しいと判断したため販売費及び一般管理費

の「その他」に含めて記載しております。

なお、当期の「その他」に含まれる「電算機費」、「修

繕費」、「支払手数料」及び「事務費」の金額はそれぞ

れ12,101千円、698千円、7,769千円及び10,094千円であ

ります。

―――

【追加情報】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(保険料の計上における発生主義の適用)

当期より、四半期報告制度の開始に伴い、より適正な四

半期及び期間損益計算を行うため、従来現金主義により

計上していた保険料について発生主義により計上するこ

ととしております。

これにより当期の売上原価が23,150千円減少し、また販

売費及び一般管理費が76千円減少したため、営業利益、

経常利益、税引前当期純利益はそれぞれ23,226千円増加

しております。

―――
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(8)【財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成21年３月31日)

当事業年度 
(平成22年３月31日)

※１ このうち、有価証券14,999千円及び投資有価証券

109,892千円を大阪市に土地賃借契約保証金とし

て差し入れております。

   また、投資有価証券196,346千円を長期借入金

173,070千円(１年内返済予定額67,970千円を含

む)の担保として差し入れております。

※１ このうち、有価証券10,000千円及び投資有価証券

104,993千円を大阪市に土地賃借契約保証金とし

て差し入れております。

   また、投資有価証券250,882千円を長期借入金

191,820千円(１年内返済予定額71,930千円を含

む)の担保として差し入れております。

 

※２ このうち、

建物 3,124,513千円

構築物 623,626 〃

機械及び装置 589,252 〃

船舶 4,511 〃

工具、器具及び備品 65,141 〃

合計 4,407,045千円

   は、長期借入金703,050千円(内１年内返済予定額

183,184千円を含む)及び受入建設協力金等

721,060千円(内１年内返済予定額等66,667千円を

含む)の担保として港湾運送事業財団抵当に供し

ております。

 

※２ このうち、

建物 2,698,744千円

構築物 522,233 〃

機械及び装置 505,292 〃

船舶 3,722 〃

工具、器具及び備品 54,484 〃

合計 3,784,475千円

   は、長期借入金619,866千円(内１年内返済予定額

178,584千円を含む)及び受入建設協力金等

657,474千円(内１年内返済予定額等657,474千円

を含む)の担保として港湾運送事業財団抵当に供

しております。

※３ このうち、関係会社に係るものが96,674千円あり

ます。

※３ このうち、関係会社に係るものが91,068千円あり

ます。

※４ このうち、関係会社に係るものが91,905千円あり

ます。

※４          ―――

 ５ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行３行と当座貸越契約を締結しております。こ

れらの契約に基づく当期末の借入未実行残高は次

の通りであります。

当座貸越極度額 650,000千円

借入実行残高  ― 〃

差引額 650,000千円

 ５ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行３行と当座貸越契約を締結しております。こ

れらの契約に基づく当期末の借入未実行残高は次

の通りであります。

当座貸越極度額 650,000千円

借入実行残高 ― 〃

差引額 650,000千円

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ 売上高の内容は次の通りであります。

荷役料 1,816,563千円

海上運送料 336,523 〃

保管料 2,232,992 〃

その他の売上 802,149 〃

合計 5,188,228千円

※１ 売上高の内容は次の通りであります。

荷役料 1,608,948千円

海上運送料 253,139 〃

保管料 2,012,421 〃

その他の売上 732,888 〃

合計 4,607,398千円

 

※２ このうち、関係会社に係るものは次の通りであり

ます。

荷役関係諸払費 1,124,175千円

※２ このうち、関係会社に係るものは次の通りであり

ます。

荷役関係諸払費 1,096,553千円

受取家賃 6,480千円

※３ 固定資産売却益の内容は次の通りであります。

機械及び装置 2,802千円

車両運搬具 226 〃

合計 3,028千円

※３ 固定資産売却益の内容は次の通りであります。

機械及び装置 2,083千円

車両運搬具 2 〃

合計 2,086千円
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前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※４ 受取補償金

タンク契約の中途解約に係る違約金12,975千円及

び倉庫に係る債務不履行に対する損害賠償金

6,197千円であります。

※４          ―――

※５          ―――

 

※５ 減損損失

①減損損失を認識した資産グループの概要

場所 用途 種類 減損損失

大阪市 営業倉庫 建物 168,903千円

此花区 (物流倉庫 機械及び装置 16,031 〃 

部門) その他 3,365 〃

合計 188,299千円

②資産のグルーピングの方法

当社は継続的に収支の把握を行っている管理会

計上の区分別に資産グループを決定しておりま

す。

③減損損失を認識するに至った経緯

物流倉庫部門の営業倉庫（大阪市此花区）が平

成22年9月に契約満了となることに伴い、使用

範囲又は方法について回収可能性を著しく低下

させる変化が生じ、投資金額の回収が困難とな

るため、帳簿価額を回収可能価額まで減額して

おります。

④回収可能価額の算定方法

回収可能価額は正味売却価額により測定してお

り、正味売却価額は不動産鑑定士による鑑定評

価額等によっております。

※６ 固定資産除却損の内容は次の通りであります。

構築物 1,162千円

機械及び装置 82 〃

車両運搬具 206 〃

工具、器具及び備品 2,665 〃

計 4,116千円

固定資産撤去費 1,568 〃

合計 5,684千円

※６ 固定資産除却損の内容は次の通りであります。

構築物 1,130千円

機械及び装置 2,101 〃

車両運搬具 78 〃

工具、器具及び備品 160 〃

計 3,471千円

固定資産撤去費 2,200 〃

合計 5,671千円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項

前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

発行済株式

 普通株式(株) 15,400,000 ― ― 15,400,000

合計(株) 15,400,000 ― ― 15,400,000
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(注)増加は、単元未満株式の買い取りによるものであります。 

  

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

自己株式

 普通株式(株) 369,129 3,721 ― 372,850

合計(株) 369,129 3,721 ― 372,850

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 90,185 6.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 75,135 5.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項

前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

発行済株式

 普通株式(株) 15,400,000 ― ― 15,400,000

合計(株) 15,400,000 ― ― 15,400,000

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

自己株式

 普通株式(株) 372,850 1,553 ― 374,403

合計(株) 372,850 1,553 ― 374,403
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３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 75,135 5.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

付議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 45,076 3.00 平成22年３月31日 平成22年６月30日

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※  現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金 743,404千円

現金及び現金同等物 743,404千円

※  現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金 855,280千円

現金及び現金同等物 855,280千円
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(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。当期において有価証券(その他有価証券で時価のある

もの)について減損処理を行い、投資有価証券評価損47,755千円を計上しております。  

なお、当社は有価証券の取得原価に対する時価下落率が、期末において50％以上の場合及び30％以上50％未満

で当該銘柄の時価が回復する見込があると判断できない場合には減損処理を行っております。  

  

その他有価証券 

 
  

  

 

(有価証券関係)

(前事業年度)

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成21年３月31日)

種類
貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額 
(千円)

時価が貸借対照表計上額を超え
るもの

国債・地方債等 124,891 126,485 1,594

時価が貸借対照表計上額を超え
ないもの

国債・地方債等 ― ― ―

合計 124,891 126,485 1,594

２ その他有価証券で時価のあるもの(平成21年３月31日)

種類
取得原価
(千円)

貸借対照表計上額 
(千円)

差額 
(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を 株式 657,383 1,320,964 663,580

超えるもの その他 ― ― ―

小計 657,383 1,320,964 663,580

貸借対照表計上額が取得原価を 株式 99,044 79,124 △19,919

超えないもの その他 8,617 7,816 △801

小計 107,662 86,941 △20,720

合計 765,046 1,407,906 642,860

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額(平成21年３月31日)

非上場株式 550千円

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額(平成21年３月31日)

１年以内 
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内
(千円)

10年超
(千円)

債券

 国債・地方債等 14,999 89,925 19,967 ―

合計 14,999 89,925 19,967 ―
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(当事業年度)

１ 満期保有目的の債券(平成22年３月31日)

種類
貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額 
(千円)

時価が貸借対照表計上額を超え
るもの

国債・地方債等 114,993 117,852 2,859

時価が貸借対照表計上額を超え
ないもの

国債・地方債等 ― ― ―

合計 114,993 117,852 2,859

２ その他有価証券(平成22年３月31日)

種類
取得原価
(千円)

貸借対照表計上額 
(千円)

差額 
(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を 株式 756,428 1,495,736 739,307

超えるもの その他 4,134 5,326 1,191

小計 760,563 1,501,062 740,498

貸借対照表計上額が取得原価を 株式 ― ― ―

超えないもの その他 4,182 3,877 △ 305

小計 4,182 3,877 △ 305

合計 764,746 1,504,939 740,193

(持分法投資損益等)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

該当事項はありません。 同左
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(追加情報) 
当期より、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号 平成18年10月17日)及び「関連当
事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日)を適用してお
ります。 
これによる、開示対象範囲への影響はありません。 

   財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等 

  

 
(注) １ 取引金額及び期末残高には、消費税等が含まれております。 

２ 埠頭ジャスタック㈱の役員及びその近親者が当社株式の議決権の10.6％を所有しております。 

３ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  埠頭ジャスタック㈱との作業料金に関しては、港湾運送事業届出料金を基準に設定しております。なお、作

業員を安定的に確保するため作業料金に保障額を設定しております。 

  また、工事代金に関しては、資材費等を勘案して決定しております。 

  

   財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等 

  

 
(注) １ 取引金額及び期末残高には、消費税等が含まれております。 

２ 埠頭ジャスタック㈱の役員及びその近親者が当社株式の議決権の10.6％を所有しております。 

３ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  埠頭ジャスタック㈱との作業料金に関しては、港湾運送事業届出料金を基準に設定しております。なお、作

業員を安定的に確保するため作業料金に保障額を設定しております。 

  また、工事代金に関しては、資材費等を勘案して決定しております。 

  

(関連当事者情報)

(前事業年度)(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

関連当事者との取引

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有) 
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

その他の
関係会社

埠頭ジャス

タック㈱

東 京 都

中央区
20

港湾運送事
業・建設業

(被所有)
 

直接18.4

作業の委

託・工 事

の発注他

作業料 1,172,652 未収入金 1,989

工事代他 287,341 買掛金 96,674

未払金 47,112

未払費用 91,905

(当事業年度)(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

関連当事者との取引

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有) 
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

その他の
関係会社

埠頭ジャス

タック㈱

東 京 都

中央区
20

港湾運送事
業・建設業

(被所有)
 

直接18.5

作業の委

託・工 事

の発注他

作業料 1,144,753 未収入金 997

工事代他 154,742 買掛金 91,068

未払費用 16,871
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(税効果会計関係)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度 
(平成21年３月31日)

当事業年度 
(平成22年３月31日)

繰延税金資産

減損損失 56,419千円

環境対策引当金 38,799 〃

役員退職慰労引当金 31,449 〃

減価償却超過額 26,721 〃

賞与引当金 21,722 〃

退職給付引当金 16,474 〃

その他 30,632 〃

繰延税金資産小計 222,220千円

評価性引当額 △68,374 〃

繰延税金資産合計 153,845千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 263,446千円

その他 14,649 〃

繰延税金負債合計 278,095千円

繰延税金負債の純額 124,250千円

繰延税金資産

減損損失 128,479千円

役員退職慰労引当金 39,616 〃

環境対策引当金  34,864 〃

減価償却超過額 23,197 〃

賞与引当金 16,587 〃

その他 39,155 〃

繰延税金資産小計 281,901千円

評価性引当額 △281,901 〃

繰延税金資産合計 ―千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 302,815千円

その他 9,885 〃

繰延税金負債合計 312,701千円

繰延税金負債の純額 312,701千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 
(平成21年３月31日)

当事業年度 
(平成22年３月31日)

法定実効税率 41.0％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.8〃

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目
△3.0〃

住民税均等割額 1.3〃

評価性引当額の増減額 3.0〃

その他 △0.5〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.6％

税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略して
おります。
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 
  

リース取引、金融商品、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、企業結合等及

び賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考え

られるため開示を省略しております。 
  

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 302円49銭 １株当たり純資産額 281円44銭

１株当たり純資産額の算定上の基礎

 純資産の部の合計額 4,545,594千円

 純資産の部の合計額から控除する金額 ― 千円

 普通株式に係る期末の純資産額 4,545,594千円

 １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株

 式の数               15,027,150株

１株当たり純資産額の算定上の基礎

 純資産の部の合計額 4,228,811千円

 純資産の部の合計額から控除する金額 ― 千円

 普通株式に係る期末の純資産額 4,228,811千円

 １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株

 式の数                     15,025,597株

１株当たり当期純利益 10円78銭 １株当たり当期純損失 19円92銭

 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

 損益計算書上の当期純利益 162,055千円

 普通株式に係る当期純利益 162,055千円

 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

 普通株式の期中平均株式数 15,029,350株

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株

式がないため記載しておりません。

 

１株当たり当期純損失の算定上の基礎

 損益計算書上の当期純損失 299,368千円

 普通株式に係る当期純損失 299,368千円

 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

 普通株式の期中平均株式数 15,025,876株

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、１株当

たり当期純損失であり、また潜在株式がないため記載し

ておりません。

(重要な後発事象)

(前事業年度)(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

(当事業年度)(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

(開示の省略)

5. その他

役員の異動

(1)代表者の異動

(2) その他
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比較部門売上高明細表 

 
  

参考資料

部門

前事業年度 当事業年度 増減(△)

(平成20年4月～平成21年3月) (平成21年4月～平成22年3月)

数 量 金 額 構成比 数 量 金 額 構成比 数 量 金 額 増減率

(千㌧・
(千円) (％)

(千㌧・
(千円) (％)

(千㌧・
(千円) (％)

千KL) 千KL) 千KL)

ばら貨物部門

 荷役業務 2,215 836,490 16 1,986 682,334 15 △ 229 △ 154,155 △ 18.4

 海上運送業務 453 336,523 6 359 253,139 5 △ 93 △ 83,383 △ 24.8

 野積保管業務 1,868 106,336 2 2,068 102,802 2 199 △ 3,533 △ 3.3

 倉庫保管業務 508 197,850 4 462 179,355 4 △ 46 △ 18,495 △ 9.3

 陸上運送業務 273,942 5 218,869 5 △ 55,073 △ 20.1

 その他業務 175,813 3 144,322 3 △ 31,490 △ 17.9

計 1,926,956 37 1,580,825 34 △ 346,131 △ 18.0

液体貨物部門

 荷役業務 738 253,026 5 667 227,505 5 △ 70 △ 25,521 △ 10.1

 保管業務 1,678 925,829 18 1,477 732,110 16 △ 200 △ 193,719 △ 20.9

 陸上運送業務 186,336 3 198,669 4 12,333 6.6

 その他業務 83,504 2 88,448 2 4,944 5.9

計 1,448,697 28 1,246,734 27 △ 201,962 △ 13.9

物流倉庫部門

(危険物倉庫)

 荷役業務 33,180 1 37,741 1 4,560 13.7

 保管業務 106,398 2 106,398 2 - -

 その他業務 1,980 0 1,980 0 - -

 小計 (141,558) (3) (146,119) (3) (4,560) (3.2)

(低温倉庫)

 荷役業務 402,028 8 392,217 9 △ 9,811 △ 2.4

 保管業務 328,083 6 322,610 7 △ 5,472 △ 1.7

 その他業務 600 0 660 0 60 10.0

 小計 (730,712) (14) (715,488) (16) (△ 15,224) (△ 2.1)

(冷蔵倉庫)

 荷役業務 84,210 2 63,222 1 △ 20,987 △ 24.9

 保管業務 107,684 2 99,330 2 △ 8,354 △ 7.8

 陸上運送業務 3,624 0 3,751 0 127 3.5

 その他業務 10,567 0 11,499 0 932 8.8

 小計 (206,085) (4) (177,803) (4) (△ 28,282) (△ 13.7)

(第2低温倉庫)

 荷役業務 207,626 4 205,926 4 △ 1,700 △ 0.8

 保管業務 380,754 7 390,754 8 10,000 2.6

 小計 (588,381) (11) (596,681) (13) (8,299) (1.4)

(食材加工施設)

 保管業務 80,055 2 79,059 2 △ 995 △ 1.2

 その他業務 61,629 1 61,629 1 - -

 小計 (141,684) (3) (140,688) (3) (△ 995) (△ 0.7)

計 1,808,422 35 1,776,781 39 △ 31,640 △ 1.7

その他の部門

 保険代理業務 4,152 0 3,057 0 △ 1,094 △ 26.4

合 計 5,188,228 100 4,607,398 100 △ 580,830 △ 11.2

液体貨物部門
   品種別内訳
石油類 (632) (1,172,652) (81) (519) (987,590) (79) (△ 112) (△ 185,062) (△ 15.8)

 白油 379 409,014 28 322 347,545 28 △ 57 △ 61,468 △ 15.0

 重油 199 252,851 18 150 236,918 19 △ 48 △ 15,933 △ 6.3

 工業原料油 31 469,359 32 23 360,181 29 △ 8 △ 109,177 △ 23.3

 アスファルト 21 41,427 3 23 42,944 3 1 1,516 3.7

化学品類 (105) (276,044) (19) (147) (259,143) (21) (42) (△ 16,900) (△ 6.1)

 輸入化学品 94 249,586 17 132 217,237 17 37 △ 32,348 △ 13.0

 国内化学品 10 26,458 2 15 41,906 3 4 15,447 58.4

計 738 1,448,697 100 667 1,246,734 100 △ 70 △ 201,962 △ 13.9
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