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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 7,437 21.8 △8 ― 44 ― 28 ―
22年3月期第2四半期 6,106 △24.9 △221 ― △195 ― △122 ―

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2四半期 1.92 ―
22年3月期第2四半期 △8.36 ―

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2四半期 8,497 2,172 25.6 148.17
22年3月期 8,250 2,280 27.6 155.46

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  2,172百万円 22年3月期  2,280百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― ― ― 5.00 5.00
23年3月期 ― ―
23年3月期 

（予想）
― 5.00 5.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 15,040 16.7 60 ― 110 ― 55 17.2 3.75



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 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連結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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・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を受けております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

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2Q 14,700,000株 22年3月期  14,700,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  36,433株 22年3月期  33,483株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 14,665,712株 22年3月期2Q 14,666,829株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の景気対策や中国を中心とした新興国の景気
拡大を背景に緩やかに回復してまいりました。しかしながら、依然としてデフレ基調が続き、急激な円
高の進行や株式市場の低迷等による景気の下振れの懸念から、先行き不透明な状態が続いております。
当社グループはこのような状況下におきまして、海外拠点の整備と拡充を行うとともに、積極的な営

業展開に努めてまいりました結果、総取扱量は前年同期間比34.5％増加し、売上高は74億37百万円余
(対前年同期間13億31百万円余増)となりました。損益面につきましては、外注費比率が前年同期間比
2.1ポイント増加しましたが、売上高の増加により、営業総利益は前年同期間比83.9％増加し５億37百
万円余(対前年同期間２億45百万円余増)となりました。営業利益段階では、固定費を吸収しきれず営業
損失８百万円余(前年同期間は営業損失２億21百万円余)、経常利益は44百万円余(前年同期間は経常損
失１億95百万円余)、四半期純利益は28百万円余(前年同期間は四半期純損失１億22百万円余)の計上と
なっております。 

  
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

輸出部門におきましては、繊維製品が減少しましたが、機械機器製品、雑貨が増加したことにより、
輸出部門の売上高は17億66百万円余、セグメント損失は３百万円余の計上となりました。 

輸入部門におきましては、繊維製品が減少しましたが雑貨が増加したことにより、輸入部門の売上高
は28億１百万円余、セグメント損失は38百万円余の計上となりました。 

国際部門におきましては、国際輸出は、全般的に復調傾向にあり、北米向けの建設機械及び部品、中
国向け、東南アジア向けの機械及び部品の取扱いを伸ばし、特にインド向けについては堅調に推移した
ことにより、国際輸出部門の売上は６億62百万円余の計上となっております。国際輸入は、当社主力商
品であります繊維製品、靴製品は低調に推移し、欧米からの貨物も減少しましたが、中国の華北、華中
からの取扱いが増加したことにより、国際輸入部門の売上は20億94百万円余の計上となっております。
その結果、国際部門の売上は27億57百万円余、セグメント利益は16百万円余の計上となりました。 

船内荷役、港湾関連及び倉庫業等の売上合計は１億64百万円余となり、セグメント利益は16百万円余
の計上となりました。 

  
（注） 上記のセグメントの営業収入には、セグメント間の内部営業収入51百万円余を含んでおります。 

  

当第２四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２億46百万円余増加し、84億97百
万円余となりました。流動資産は３億34百万円余増の33億53百万円余、固定資産は87百万円余減の51億
44百万円余であります。流動資産増加の主な要因は、立替金及び売掛金の増加等によるものでありま
す。固定資産減少の主な要因は、時価評価差額による投資有価証券の減少等によるものであります。 
流動負債は、前連結会計年度末に比べ７億60百万円余増加し、40億４百万円余となりました。固定負

債は、前連結会計年度末に比べ、４億６百万円余減少し23億19百万円余となりました。流動負債増加の
主な要因は、短期借入金及び営業未払金の増加等によるものであります。固定負債減少の主な要因は、
長期借入金の減少等によるものであります。 
純資産は、前連結会計年度末に比べ、１億７百万円余減少し、21億72百万円余となりました。これ

は、その他有価証券評価差額金及び利益剰余金の減少等によるものであります。 
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動により減少した資金は、16百万円余となりまし

た。これは主に、営業債務の増加額１億85百万円余ありますが、その他資産の増加額２億20百万円余に
よるものであります。投資活動により減少した資金は34百万円余となりました。これは主に、貸付金の
回収による収入23百万円余ありますが、その他の支出29百万円余、有形固定資産の取得による支出25百
万円余によるものであります。財務活動により減少した資金は20百万円余となりました。これは主に、
短期借入金の純増加額５億円がありますが、長期借入金の返済による支出４億46百万円余、配当金の支
払額73百万円余によるものであります。以上の結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等
物の残高は、前期末より71百万円余減少し５億95百万円余となりました。 

  

当第２四半期の業績を勘案し、平成22年５月13日に公表いたしました平成23年３月期第２四半期連結
累計期間及び平成23年３月期通期の連結業績予想を修正いたしました。詳細は、平成22年11月５日公表
の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

① 輸出部門

② 輸入部門

③ 国際部門

④ その他

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

① 固定資産の減価償却費の算定方法 
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す

る方法によっております。 
② 税金費用の計算 

税金費用につきましては、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利
益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実
効税率を乗じて計算しております。また、見積実効税率を使用できない場合は、税金等調整前四半期
純利益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しておりま
す。  
 なお、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。  

  

①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 
第１四半期連結会計期間より「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10

日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平
成20年３月10日）を適用しております。 
これによる損益に与える影響はありません。 

②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 
第１四半期連結会計期間より「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。 
これによる損益に与える影響はありません。 

③ 表示方法の変更 
(ア) 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸
表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第２
半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

(イ) 第１四半期連結累計期間より、営業収入及び営業費用の事業内訳につきましては、セグメント情
報の開示に伴いまして、「営業収入」及び「営業費用」の名称で一括表示する方法に変更しておりま
す。 
なお、前第２四半期連結累計期間と同一の事業内訳による当第２四半期連結累計期間の金額は、 

「港湾運送事業収入」4,162,057千円、「国際輸送事業収入」2,757,113千円、「兼業事業収入」
518,598千円、「港湾運送事業費」4,116,799千円、「国際輸送事業費」2,562,901千円、「兼業事業
費」220,222千円 であります。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 595,631 666,999

受取手形及び売掛金 1,970,677 1,761,474

繰延税金資産 23,663 24,593

立替金 651,811 440,345

その他 113,850 128,046

貸倒引当金 △2,511 △2,360

流動資産合計 3,353,123 3,019,098

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,464,998 1,526,095

機械装置及び運搬具（純額） 27,696 32,826

工具、器具及び備品（純額） 11,852 7,382

土地 1,156,869 1,156,869

リース資産（純額） 109,145 105,894

有形固定資産合計 2,770,562 2,829,069

無形固定資産

借地権 34,560 34,560

その他 18,760 14,408

無形固定資産合計 53,321 48,968

投資その他の資産

投資有価証券 902,909 994,077

差入保証金 820,376 819,664

繰延税金資産 163,918 123,066

その他 487,024 472,884

貸倒引当金 △53,932 △55,931

投資その他の資産合計 2,320,295 2,353,761

固定資産合計 5,144,179 5,231,799

資産合計 8,497,303 8,250,898
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 1,495,134 1,309,256

短期借入金 2,098,528 1,657,148

リース債務 32,647 28,905

未払法人税等 25,156 13,136

賞与引当金 139,392 36,800

その他 214,003 199,524

流動負債合計 4,004,861 3,244,771

固定負債

長期借入金 1,831,051 2,218,915

リース債務 82,242 82,496

退職給付引当金 283,781 322,497

役員退職慰労引当金 122,636 102,058

固定負債合計 2,319,711 2,725,967

負債合計 6,324,573 5,970,739

純資産の部

株主資本

資本金 735,000 735,000

資本剰余金 170,427 170,427

利益剰余金 1,286,361 1,331,562

自己株式 △8,320 △7,848

株主資本合計 2,183,468 2,229,141

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △10,738 52,411

繰延ヘッジ損益 － △1,394

評価・換算差額等合計 △10,738 51,017

純資産合計 2,172,730 2,280,159

負債純資産合計 8,497,303 8,250,898
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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：千円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

営業収入

港湾運送事業収入 3,512,556 －

国際輸送事業収入 2,118,163 －

兼業事業収入 475,847 －

営業収入合計 6,106,567 7,437,770

営業費用

港湾運送事業費 3,633,737 －

国際輸送事業費 1,957,987 －

兼業事業費 222,326 －

営業費用合計 5,814,050 6,899,923

営業総利益 292,516 537,846

一般管理費 513,682 546,354

営業損失（△） △221,165 △8,508

営業外収益

受取利息及び配当金 17,494 42,404

持分法による投資利益 6,135 15,020

その他 37,400 39,493

営業外収益合計 61,030 96,918

営業外費用

支払利息 34,684 41,165

その他 780 2,405

営業外費用合計 35,464 43,570

経常利益又は経常損失（△） △195,600 44,839

特別利益

貸倒引当金戻入額 257 104

特別利益合計 257 104

特別損失

固定資産除売却損 115 12

投資有価証券評価損 900 －

特別損失合計 1,015 12

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△196,358 44,931

法人税等 △73,622 16,747

少数株主損益調整前四半期純利益 － 28,183

四半期純利益又は四半期純損失（△） △122,736 28,183
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△196,358 44,931

減価償却費 89,145 88,257

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,196 △18,138

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,994 △1,848

受取利息及び受取配当金 △17,494 △42,404

支払利息 34,684 41,165

持分法による投資損益（△は益） △6,135 △15,020

有形固定資産除売却損益（△は益） 115 12

その他の損益（△は益） △523 △1,276

賞与引当金の増減額（△は減少） △28,590 102,592

投資有価証券評価損益（△は益） 900 －

営業債権の増減額（△は増加） 46,410 △207,204

その他の資産の増減額（△は増加） △59,773 △220,650

営業債務の増減額（△は減少） 52,220 185,877

その他の負債の増減額（△は減少） 24,810 19,440

小計 △64,780 △24,266

利息及び配当金の受取額 17,494 42,404

利息の支払額 △49,478 △31,969

法人税等の支払額 △4,064 △2,834

営業活動によるキャッシュ・フロー △100,828 △16,666

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 △125,420 △25,234

無形固定資産の取得による支出 － △5,000

投資有価証券の取得による支出 △2,765 △2,533

貸付金の回収による収入 23,566 23,566

その他の収入 2,464 4,529

その他の支出 △62,277 △29,688

投資活動によるキャッシュ・フロー △164,432 △34,360

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △63 △472

短期借入金の純増減額（△は減少） 180,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △351,307 △446,484

長期借入れによる収入 500,000 －

配当金の支払額 △73,386 △73,384

財務活動によるキャッシュ・フロー 255,242 △20,341

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,017 △71,367

現金及び現金同等物の期首残高 534,967 666,999

現金及び現金同等物の四半期末残高 524,949 595,631
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当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】 
（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号
平成21年３月27日）及び「セグメント情報等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20号 平成20年３月21日）を適用しております。 
  

１.報告セグメントの概要 
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので
あります。 
当社は、港湾運送事業、国際輸送事業を中心に事業活動を展開しております。なお、輸出、輸入、

国際の３つの部門を基本として組織が構成されており、各部門単位で、戦略を立案し、事業活動を展
開しております。 
従って、当社は、「輸出」、「輸入」及び「国際」の３つの報告セグメントとしております。 
「輸出」「輸入」は、荷主(輸出入貿易業者)から委託を受け、港湾において貨物の船積み、陸揚

げ、荷捌き、通関手続きの業務等を行っております。「国際」は、海外各国の業者と業務提携を行
い、日本と諸外国間外航海運の利用運送を行うとともに諸外国の内陸運送、通関を含むドア・ツー・
ドアの輸送を一貫して行っております 
  

２.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

 
（注)１.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、船内荷役、港湾関連、倉庫業及び

その他の事業を含んでおります。 

２.セグメント利益又は損失(△)の合計は、四半期連結損益計算書の営業損失であります。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

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) セグメント情報

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
(注1)

合計 調整額

四半期 
連結損益 
計算書 
計上額 
(注2)

輸出 輸入 国際 計

営業収入

外部顧客への売上高 1,755,076 2,798,084 2,757,113 7,310,274 127,495 7,437,770 ─ 7,437,770

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

11,782 3,202 ─ 14,985 36,791 51,777 △51,777 ─

計 1,766,859 2,801,286 2,757,113 7,325,259 164,287 7,489,547 △51,777 7,437,770

セグメント利益又は損失(△) △3,516 △38,434 16,946 △25,005 16,496 △8,508 ─ △8,508

(6) 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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