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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年3月期第1四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日）

 (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 ％

23年3月期第1四半期 1,184 6.7 △68 － △53 － △71 －

22年3月期第1四半期 1,110 △13.8 △38 － △27 － △12 －

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

23年3月期第1四半期 △4 73 －

22年3月期第1四半期 △0 83 －

 (2) 財政状態

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

23年3月期第1四半期 7,144 3,959 55.4 263 53

22年3月期 7,454 4,228 56.7 281 44

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 3,959百万円  22年3月期 4,228百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

 22年 3月期 － － － 3 00 3 00

 23年 3月期 －

 23年 3月期(予想) － － － －

  ※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。

3. 平成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)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) 2,200 △0.3 △200 － △190 － 90 － 5 99

通期 4,400 △4.5 △340 － △330 － 10 － 0 67
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 (注)「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

 1.本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理

的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性

があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四

半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」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。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

 (注) 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の有無となります。

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年3月期1Ｑ 15,400,000株 22年3月期 15,400,000株

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 374,403株 22年3月期 374,403株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期1Ｑ 15,025,597株 22年3月期1Ｑ 15,026,505株

（※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示）

（※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項）
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当第１四半期累計期間のわが国経済は、企業収益の改善や個人消費の持ち直しが見られるものの、厳

しい雇用情勢や物価の下落状態は継続しており、依然として厳しい状況で推移しました。 

このような情勢のもと、当社取扱貨物の一部の荷動きが回復したことにより、当第１四半期累計期間

の売上高は11億８千４百万円となり、前年同期に比べ７千４百万円、6.7％の増収となりました。 

一方、売上原価は、作業量の増加に伴う荷役関係諸払費の増加や第2低温倉庫の運営変更に係る諸費

用の発生などにより、11億２千７百万円となり、前年同期に比べ９千８百万円、9.6％の増加となりま

した。また、販売費及び一般管理費についても、１億２千５百万円となり、前年同期に比べ５百万円、

5.0％の増加となりました。 

この結果、当第１四半期累計期間の営業損失は６千８百万円（前年同期は３千８百万円の営業損

失）、経常損失は５千３百万円（前年同期は２千７百万円の経常損失）となりました。 

最終損益につきましては、当第１四半期から新たに適用された資産除去債務に関する会計基準の影響

により特別損失を１千５百万円計上したことなどから、四半期純損失は７千１百万円（前年同期は１千

２百万円の四半期純損失）となりました。 

セグメント別の営業の概況は、次のとおりです。なお、セグメント別の営業の概況における前年同期

比較は、前年同四半期において開示した部門別の営業の概況における金額に基づいて記載しておりま

す。 

クレーンで取り扱う港湾貨物は、前年同期に比べ荷役数量が増加しました。これにより、荷役業務

をはじめ関連する海上運送、保管、その他の各業務につきましても取扱数量が増加しました。 

以上により、ばら貨物セグメントの売上高は３億９千８百万円となり、前年同期に比べ７千９百万

円、25.0％の増収となりました。 

石油類は、取扱数量は増加したものの、タンクの稼働率低下により、減収となりました。一方、化

学品類につきましては、荷動きが復調傾向にあることから増収となりました。 

以上により、液体貨物セグメントの売上高は２億９千７百万円となり、前年同期に比べ３千２百万

円、9.9％の減収となりました。 

危険物倉庫は、荷役業務で増収となりました。低温倉庫についても、荷役業務で増収となりまし

た。一方、冷蔵倉庫は、取扱数量が減少したため減収となりました。第２低温倉庫は、運営変更によ

り、当第１四半期累計期間については増収となりました。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、物流倉庫セグメントの売上高は４億８千８百万円となり、前年同期に比べ２千７百万

円、6.0％の増収となりました。 

  

当第１四半期会計期間末の総資産は71億４千４百万円となり、前事業年度末に比べて３億１千万円減

少しました。これは売掛金などが増加したものの、投資有価証券が株式の時価の下落等により減少した

ことや、減価償却の実施により有形固定資産が減少したことが主な原因であります。 

負債合計につきましては、未払費用（流動負債、その他）、買掛金及び資産除去債務などが増加しま

したが、長期借入金等の有利子負債の返済が進んだことや投資有価証券の時価の下落等により繰延税金

負債（固定負債、その他）が減少するなどした結果、前事業年度末に比べて４千１百万円減少し、31億

８千４百万円となりました。 

純資産合計につきましてもその他有価証券評価差額金の減少などにより前事業年度末に比べて２億６

千９百万円減少し、39億５千９百万円となりました。 

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

（ばら貨物セグメント）

（液体貨物セグメント）

（物流倉庫セグメント）

(2) 財政状態に関する定性的情報
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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２億２千４百万円

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など

により５千万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

建設協力金の返済などにより、１億６千６百万円の資金減少となりました。これらの結果、当第1四半

期末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は８億６千２百万円となり、前事業年度末に比べて

７百万円増加しました。 

営業活動によるキャッシュ・フローでは、２億２千４百万円の資金増加（前年同四半期は１億２千１

百万円の資金増加）となりました。これは税引前当期純損失を６千８百万円計上するなどしたものの、

減価償却費を１億２千５百万円計上したことや、借地料などの未払費用の増加等によりその他営業活動

による資金の増加が１億３千１百万円となったことが主な理由であります。 

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を４千２百万円行ったことな

どから５千万円の資金減少（前年同四半期は１億１千９百万円の資金減少）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１億２千

１百万円、配当金の支払額が４千５百万円であったため１億６千６百万円の資金減少（前年同四半期は

１億９千１百万円の資金減少）となりました。 

  

物流倉庫セグメントの低温倉庫において、株式会社ニチレイの要請により倉庫使用契約を中途解約す

ることにより、違約金として388百万円を収受し、第２四半期会計期間の特別利益に計上する見込みで

す。また、同倉庫については新たに株式会社ニチレイロジグループ本社と契約を締結する予定です。 

しかし、違約金の収受により、資金計画で予定した第２四半期会計期間での有価証券の売却を先送り

としたことから、業績予想にて想定した第２四半期会計期間における有価証券売却益350百万円の計上

がなくなるため、業績への影響は軽微であります。 

従いまして、平成23年３月期の第２四半期累計期間と通期の業績予想につきましては、平成22年５月

14日に公表した数値に変更はございません。なお、有価証券の売却については、実施の要否のほか、実

施する場合は時期及び売却額等を今後検討いたします。その結果、通期業績予想の修正が必要になった

場合は、速やかに開示いたします。なお、詳細につきましては本日公表の「特別利益の計上に関するお

知らせ」をご参照下さい。 

  

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。 
  

当第1四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20
年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号
平成20年３月31日）を適用しております。 
これにより、営業損失及び経常損失が659千円、税引前四半期純損失が16,493千円増加しておりま
す。 
また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は23,188千円であります。 

(3) 業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 会計処理基準に関する事項の変更
（資産除去債務に関する会計基準の適用）
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3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 862,673 855,280

受取手形及び売掛金 402,532 350,725

貯蔵品 13,493 14,522

その他 54,558 76,535

貸倒引当金 △8,478 △7,661

流動資産合計 1,324,779 1,289,402

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,661,451 2,720,830

構築物（純額） 505,591 522,233

機械及び装置（純額） 495,543 512,018

その他（純額） 102,474 104,452

有形固定資産合計 3,765,061 3,859,534

無形固定資産 229,876 223,744

投資その他の資産   

投資有価証券 1,351,701 1,610,482

その他 472,820 471,595

投資その他の資産合計 1,824,522 2,082,077

固定資産合計 5,819,459 6,165,356

資産合計 7,144,238 7,454,758

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 221,869 187,755

1年内返済予定の長期借入金 412,724 428,514

未払法人税等 1,906 5,415

賞与引当金 59,780 40,457

受入建設協力金 640,634 655,670

その他 430,490 337,700

流動負債合計 1,767,404 1,655,512

固定負債   

社債 70,000 70,000

長期借入金 781,361 871,172

退職給付引当金 26,268 14,299

役員退職慰労引当金 101,606 96,626

環境対策引当金 84,146 85,035

資産除去債務 23,280 －

その他 330,501 433,301

固定負債合計 1,417,164 1,570,434

負債合計 3,184,569 3,225,947
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22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 2,593,489 2,709,651

自己株式 △53,379 △53,379

株主資本合計 3,675,270 3,791,433

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 284,399 437,378

評価・換算差額等合計 284,399 437,378

純資産合計 3,959,669 4,228,811

負債純資産合計 7,144,238 7,454,758
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(2) 四半期損益計算書 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,110,651 1,184,953

売上原価 1,029,194 1,127,800

売上総利益 81,456 57,153

販売費及び一般管理費 119,723 125,650

営業損失（△） △38,267 △68,497

営業外収益   

受取利息 989 768

受取配当金 13,083 18,335

その他 6,012 4,494

営業外収益合計 20,085 23,598

営業外費用   

支払利息 9,484 8,083

その他 19 72

営業外費用合計 9,504 8,156

経常損失（△） △27,685 △53,055

特別利益   

固定資産売却益 － 631

債務免除益 5,616 －

貸倒引当金戻入額 943 －

特別利益合計 6,559 631

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 15,833

特別損失合計 － 15,833

税引前四半期純損失（△） △21,126 △68,257

法人税、住民税及び事業税 945 945

法人税等調整額 △9,618 1,883

法人税等合計 △8,673 2,828

四半期純損失（△） △12,452 △71,085
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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１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △21,126 △68,257

減価償却費 134,584 125,513

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 15,833

貸倒引当金の増減額（△は減少） △943 817

賞与引当金の増減額（△は減少） 18,958 19,323

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,980 4,980

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,685 11,969

環境対策引当金の増減額（△は減少） △1,521 △889

受取利息及び受取配当金 △14,073 △19,103

支払利息 9,484 8,083

固定資産売却損益（△は益） － △631

売上債権の増減額（△は増加） 43,211 △51,806

たな卸資産の増減額（△は増加） △256 1,028

仕入債務の増減額（△は減少） △20,123 34,114

未払又は未収消費税等の増減額 11,144 3,204

その他 36,982 131,940

小計 194,616 216,120

利息及び配当金の受取額 14,066 19,103

利息の支払額 △8,231 △6,820

法人税等の支払額 △78,975 △4,160

営業活動によるキャッシュ・フロー 121,476 224,243

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 △120,599 △42,608

無形固定資産の取得による支出 － △7,180

その他 1,348 △500

投資活動によるキャッシュ・フロー △119,250 △50,288

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △100,611 △105,601

受入建設協力金の返済による支出 △15,764 △15,764

自己株式の取得による支出 △163 －

配当金の支払額 △75,174 △45,162

財務活動によるキャッシュ・フロー △191,713 △166,528

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16 △33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △189,504 7,392

現金及び現金同等物の期首残高 743,404 855,280

現金及び現金同等物の四半期末残高 553,900 862,673
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(重要な契約の解除) 
当社は平成22年７月30日開催の取締役会において、物流倉庫事業の低温倉庫について契約先からの倉

庫使用契約の中途解約に応じることを決議し、同日合意書を締結いたしました。 

株式会社ニチレイ 

平成22年７月31日 

冷蔵倉庫の使用に関する基本契約書 

中途解約に伴う違約金収入388,857千円を収受し、平成23年３月期において特別利益として計上す
る予定であります。また、株式会社ニチレイロジグループ本社と新たに倉庫使用契約を締結する予定
であります。 

  

(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

(6) 重要な後発事象

①契約の相手先の名称

②契約解除の時期

③契約の内容

④損益に与える影響
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