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

23年3月期第3四半期 27,354 △9.1 1,053 11.4 1,141 19.5 456 △28.5
22年3月期第3四半期 30,076 △15.0 945 △61.7 955 △62.0 639 △59.4

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3四半期 15.82 ―
22年3月期第3四半期 22.13 ―

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3四半期 24,818 12,536 50.3 432.14
22年3月期 26,179 12,360 47.0 426.04

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  12,483百万円 22年3月期  12,307百万円

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 ― ― ― 4.00 4.00
23年3月期 ― ― ―
23年3月期 

（予想）
4.00 4.00

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  有   

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 36,300 △9.3 1,410 4.6 1,500 9.7 680 △31.0 23.54



(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は終了していません。 

※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）３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.4「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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3Q 29,106,000株 22年3月期  29,106,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  217,901株 22年3月期  217,778株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 28,888,136株 22年3月期3Q 28,888,243株
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（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における世界経済は中国を中心としたアジアで好調を維持し、米国でも緩やかな景気回

復が続きました。わが国につきましては世界経済の回復や政府による景気対策の効果に支えられ、輸出や生産が増加

するなど、短期的には回復をみせましたが、円高の影響や政府の景気刺激策が一巡し、設備投資も低迷傾向にあるた

め景気の先行きは不透明な状況が続いております。このような環境の下、当社ではグループでの総力をあげて営業活

動を展開した結果、セグメント別の業績は次のとおりとなりました。 

       

上段：営業収入 下段：営業損益                                                               （百万円）

  

①港湾事業 

 当社の港湾事業の基盤である京浜港では世界景気の動向を背景に荷動きが順調に回復いたしました。当社の取扱い

につきましても荷動きの回復を受け、コンテナ、車輌、建設機械がそれぞれ順調に増加したため、営業収入、営業利

益ともに前年同期に比べ大きく増加いたしました。 

  

    ②物流事業 

  物流事業につきましては経済の回復を背景として全体的な荷動きは順調に回復いたしましたが、当社では大型海上

輸送が前年同期に比べ減少いたしましたため、前年同期に比べ減収減益となりました。 

  

③プラント事業 

 国内において民間設備投資は持ち直しているものの、公共投資が低調に推移するなど厳しい事業環境となってお

り、国内外において電力関連およびその他の一般工事の各分野で幅広く受注を努めましたが、国内外の大型工事が一

段落し端境期に入ったことより、営業収入、営業利益とも前年同期に比べ大きく減少いたしました。 

  

④不動産・その他事業 

 オフィス需要が改善せぬ状況の下、新規テナントの誘致に努め入居率は改善しましたが、土地賃貸収入が減少した

ため、前年同期に比べ営業収入、営業利益とも減収減益となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

事業の種類別 

セグメントの状況 

前第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） 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日） 

増減額 増減率 

 港湾事業  
 10,234 11,388  1,154 %11.3

 90 733  643 % 710.3

 物流事業  
9,827 9,314  △512 %△5.2

 220 174  △45 %△20.8

 プラント事業 
 9,779 6,430  △3,348 %△34.2

 613 127  △485 %△79.2

 不動産その他事業 
 235 220  △15 %△6.5

 20 16  △4 %△19.4
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は248億１千８百万円となり、前連結会計年度末比13億６千１百万円の減少

となりました。主な要因は、現金及び預金の増加に対し、受取手形及び営業未収金等が減少したことによるものであ

ります。 

 負債は122億８千１百万円となり、前連結会計年度末比15億３千８百万円の減少となりました。主な要因は、短期

借入金及び長期借入金の減少等によるものであります。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末から１億７千６百万円増加し、125億３千６百万円となりました。主な

要因は、利益剰余金の増加によるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は27億２千万円となり、前連結会計年度末から６

億４千２百万円増加いたしました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは22億７千６百万円の収入（前年同期は19億７千２百万円の支出）となりまし

た。主な要因は、税金等調整前四半期純利益７億８千９百万円、減価償却費７億４千万円、減損損失２億３千３百万

円、営業債務の増加額12億４千４百万円及び営業債権の増加額２億８千２百万円であります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは７億２千万円の支出（前年同期は３億５千１百万円の支出）となりました。

主な要因は、貸付金の回収による収入８億６千万円、有形固定資産の取得による支出６億７千６百万円及び貸付によ

る支出９億４百万円であります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは９億６百万円の支出（前年同期は16億５千万円の収入）となりました。主な

要因は、長期借入れによる収入２億７千万円、短期借入金の減少額３億３千７百万円、長期借入金の返済による支出

６億４千９百万円及び配当金の支払額１億１千４百万円であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、平成23年３月期第２四半期決算短信（平成22年10月29日付）にて公表いたしました売上

高、営業利益、経常利益、および当期純利益を変更いたします。主に、港湾事業においては円高の長期化により車輌

の取扱いが減少の兆候を見せ始めたこと、物流事業では大型海上輸送案件の大幅延期、プラント事業では国内案件の

延期、不動産の売却決定による減損等によるものであります。  

なお、上記予想は本資料公表日現在において入手可能な資料に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々

な要因によって予想と異なる場合があります。 

  

  

連結業績予想（平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日） 

                                            （単位：百万円） 

 （参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   23円54銭 

  

  ＜参考＞  

 個別業績予想（平成22年4月1日 ～ 平成23年3月31日）  

                                            （単位：百万円） 

 （参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   15円58銭 

  

   売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

 今回修正予想  36,300  1,410  1,500  680

 前回発表予想(参考)  37,500  1,600  1,650  900

  売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

 今回修正予想  25,700 740  750 450

 前回発表予想(参考)  27,500  1,000  1,000  500
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ

っております。 

繰延税金資産の回収可能性に関しては、前連結会計年度末の検討において使用した将来の業績予想やタック

ス・プランニングに、前連結会計年度末からの重要な一時差異の変動を加味したものを使用する方法によってお

ります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

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。 

これに伴う経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は、軽微であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。  

  

２．その他の情報
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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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,720,174 2,077,360

受取手形及び営業未収入金 8,170,717 8,492,827

貯蔵品 8,114 9,019

繰延税金資産 166,287 256,174

その他 437,094 1,933,579

貸倒引当金 △21,268 △23,376

流動資産合計 11,481,119 12,745,585

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,123,000 5,271,907

機械装置及び運搬具（純額） 647,642 549,119

工具、器具及び備品（純額） 111,426 116,112

土地 2,420,938 2,605,385

リース資産（純額） 307,602 264,784

建設仮勘定 79,423 40,857

有形固定資産合計 8,690,034 8,848,166

無形固定資産   

その他 1,279,381 1,244,514

無形固定資産合計 1,279,381 1,244,514

投資その他の資産   

投資有価証券 1,426,226 1,593,822

繰延税金資産 840,805 676,269

その他 1,104,134 1,095,156

貸倒引当金 △3,681 △23,581

投資その他の資産合計 3,367,484 3,341,666

固定資産合計 13,336,899 13,434,347

資産合計 24,818,019 26,179,932
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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 3,366,501 3,523,145

短期借入金 2,699,731 3,041,336

1年内返済予定の長期借入金 711,296 836,296

リース債務 108,017 78,341

未払法人税等 200,748 207,229

繰延税金負債 1,050 1,536

未払費用 251,111 294,344

賞与引当金 200,201 436,503

役員賞与引当金 19,300 21,714

資産除去債務 6,220 －

その他 605,516 1,058,696

流動負債合計 8,169,694 9,499,143

固定負債   

長期借入金 1,070,392 1,325,040

リース債務 267,673 203,001

繰延税金負債 22,271 22,972

退職給付引当金 2,365,296 2,435,517

役員退職慰労引当金 150,295 146,725

関係会社整理損失引当金 14,608 －

資産除去債務 26,003 －

その他 195,265 187,329

固定負債合計 4,111,804 4,320,585

負債合計 12,281,499 13,819,729

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,455,300 1,455,300

資本剰余金 330,693 330,693

利益剰余金 10,528,833 10,187,416

自己株式 △33,667 △33,638

株主資本合計 12,281,159 11,939,772

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 429,050 523,795

為替換算調整勘定 △226,483 △156,158

評価・換算差額等合計 202,567 367,637

少数株主持分 52,793 52,793

純資産合計 12,536,520 12,360,203

負債純資産合計 24,818,019 26,179,932
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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：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業収入 30,076,651 27,354,619

営業費用 25,230,035 22,333,470

営業総利益 4,846,615 5,021,149

販売費及び一般管理費 3,901,068 3,968,031

営業利益 945,547 1,053,117

営業外収益   

受取利息 8,065 10,219

受取配当金 13,530 26,511

負ののれん償却額 10,884 －

持分法による投資利益 － 10,124

受取賃貸料 － 30,087

その他 65,240 66,490

営業外収益合計 97,720 143,432

営業外費用   

支払利息 59,074 43,400

持分法による投資損失 966 －

その他 27,749 11,729

営業外費用合計 87,790 55,130

経常利益 955,477 1,141,419

特別利益   

固定資産売却益 37,434 11,062

特別利益合計 37,434 11,062

特別損失   

固定資産除売却損 5,396 25,659

ゴルフ会員権売却損 － 5,457

ゴルフ会員権評価損 － 6,742

減損損失 － 233,830

関係会社整理損失引当金繰入額 － 14,608

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 11,260

その他 － 65,533

特別損失合計 5,396 363,092

税金等調整前四半期純利益 987,515 789,389

法人税、住民税及び事業税 175,766 344,440

法人税等調整額 172,503 △12,020

法人税等合計 348,270 332,419

少数株主損益調整前四半期純利益 － 456,969

四半期純利益 639,244 456,969
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業収入 10,518,079 8,946,864

営業費用 8,813,831 7,357,303

営業総利益 1,704,247 1,589,560

販売費及び一般管理費 1,262,599 1,301,099

営業利益 441,648 288,461

営業外収益   

受取利息 5,057 3,614

受取配当金 6,419 13,558

持分法による投資利益 1,926 2,439

受取賃貸料 － 10,893

その他 21,794 11,108

営業外収益合計 35,198 41,612

営業外費用   

支払利息 23,588 12,776

その他 16,598 2,057

営業外費用合計 40,186 14,833

経常利益 436,659 315,240

特別利益   

固定資産売却益 1,287 9,353

特別利益合計 1,287 9,353

特別損失   

固定資産除売却損 2,569 16,915

ゴルフ会員権売却損 － 5,457

ゴルフ会員権評価損 － 800

減損損失 － 233,830

その他 － 55,108

特別損失合計 2,569 312,112

税金等調整前四半期純利益 435,377 12,481

法人税、住民税及び事業税 43,478 75,494

法人税等調整額 93,628 △65,349

法人税等合計 137,107 10,144

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,336

四半期純利益 298,269 2,336
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 987,515 789,389

減価償却費 714,721 740,866

減損損失 － 233,830

負ののれん償却額 △10,884 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △151,008 △70,220

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,741 3,570

賞与引当金の増減額（△は減少） △416,028 △236,302

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △43,700 △2,414

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,104 △22,006

ゴルフ会員権評価損 － 6,742

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － 5,457

受取利息及び受取配当金 △21,596 △36,730

支払利息 59,074 43,400

持分法による投資損益（△は益） 966 △10,124

固定資産除売却損益（△は益） △32,037 14,596

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） － 14,608

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 11,260

営業債権の増減額（△は増加） △2,786,390 △282,827

営業債務の増減額（△は減少） 456,848 1,244,050

未払消費税等の増減額（△は減少） 23,218 △36,376

その他の資産の増減額（△は増加） 36,707 10,607

その他の負債の増減額（△は減少） △120,811 41,308

その他 △420 41,348

小計 △1,298,980 2,504,035

利息及び配当金の受取額 36,443 43,064

利息の支払額 △57,079 △39,750

法人税等の支払額 △653,343 △230,858

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,972,959 2,276,491

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 △768,539 △676,629

有形固定資産の売却による収入 445,512 23,116

投資有価証券の取得による支出 △200,000 －

投資有価証券の売却による収入 － 9,700

定期預金の払戻による収入 5,528 －

貸付けによる支出 △64,516 △904,361

貸付金の回収による収入 241,031 860,742

その他の支出 △22,281 △89,326

その他の収入 11,289 55,998

投資活動によるキャッシュ・フロー △351,976 △720,761

㈱宇徳（9358）　平成23年３月期　第３四半期決算短信

－9－



（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

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） 2,123,363 △337,965

長期借入れによる収入 700,000 270,000

長期借入金の返済による支出 △899,588 △649,648

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △43,041 △74,422

配当金の支払額 △229,957 △114,698

その他 △6 △29

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,650,770 △906,764

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,600 △6,150

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △671,565 642,814

現金及び現金同等物の期首残高 2,888,162 2,077,360

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,216,597 2,720,174
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該当事項はありません。  

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

  

  

前第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） 

 （注）１．事業区分の方法：事業区分は連結会社の事業活動における業務の種類・性質及び役務の提供方法の類似性を

勘案し、区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な内容 

港湾事業     ：港湾荷役作業、ターミナル作業、港湾関連作業 

物流事業     ：物流貨物の輸送及び取扱業、貨物保管荷捌及び取扱業 

プラント事業   ：大型機械等の輸送据付、保繕作業、構内作業 

不動産・その他事業：不動産賃貸業及びその他事業 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  港湾事業 
(千円) 

物流事業
(千円) 

プラント事業
(千円) 

不動産・その
他事業 

(千円) 

計
(千円) 

消去又は全社 
(千円) 

連結
(千円) 

営業収入              

(1）外部顧客に対する営業収

入 
 3,675,612 3,377,975 3,397,667 66,824  10,518,079  － 10,518,079

(2）セグメント間の内部営業

収入又は振替高 
 149,576 116,165 2,104 27,827  295,673 (295,673) －

計  3,825,189 3,494,140 3,399,771 94,652  10,813,753 (295,673) 10,518,079

営業利益  116,332 56,030 259,586 9,698  441,648  － 441,648

  港湾事業 
(千円) 

物流事業
(千円) 

プラント事業
(千円) 

不動産・その
他事業 

(千円) 

計
(千円) 

消去又は全社 
(千円) 

連結
(千円) 

営業収入              

(1）外部顧客に対する営業収

入 
 10,234,312 9,827,201 9,779,494 235,642  30,076,651  － 30,076,651

(2）セグメント間の内部営業

収入又は振替高 
 450,663 309,407 10,220 84,984  855,275 (855,275) －

計  10,684,976 10,136,608 9,789,715 320,626  30,931,927 (855,275) 30,076,651

営業利益  90,526 220,884 613,237 20,898  945,547  － 945,547
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〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

  

  

前第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） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度によって区分しております。 

    ２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

      アジア …… シンガポール、タイ、マレーシア   

      米国  …… 米国                              

  

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

  

  

前第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） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度によって区分しております。 

    ２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

 アジア …… シンガポール、タイ、マレーシア 

 米国  …… 米国 

    ３．海外営業収入は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における営業収入であります。 

  
日本 

（千円） 
アジア
（千円） 

米国
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

営業収入            

(1）外部顧客に対する営業収入 8,635,839 1,592,723 289,515  10,518,079  －  10,518,079

(2）セグメント間の内部営業収入又は

振替高 
46,385 1,724 43,603  91,712 (91,712)  －

計 8,682,224 1,594,447 333,118  10,609,791 (91,712) 10,518,079

営業利益 236,670 197,493 7,484  441,648  － 441,648

  
日本 

（千円） 
アジア
（千円） 

米国
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

営業収入            

(1）外部顧客に対する営業収入 24,975,660 4,599,143 501,847  30,076,651  － 30,076,651

(2）セグメント間の内部営業収入又は

振替高 
476,838 10,250 84,520  571,608 (571,608)  －

計 25,452,498 4,609,393 586,367  30,648,259 (571,608) 30,076,651

営業利益  477,918 466,106 1,522  945,547  － 945,547

  アジア 米国 計 

Ⅰ 海外営業収入 （千円）  1,592,723   289,515   1,882,239

Ⅱ 連結営業収入 （千円）  －  －   10,518,079

Ⅲ 連結営業収入に占める海外営業収入の
割合 （％） 

  15.1   2.8   17.9

  アジア 米国 計 

Ⅰ 海外営業収入 （千円）   4,599,143   501,847  5,100,990

Ⅱ 連結営業収入 （千円）  －  －   30,076,651

Ⅲ 連結営業収入に占める海外営業収入の
割合 （％） 

 15.3  1.7   17.0
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループ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。 

当社グループは、当社及び連結子会社の構成単位に分類された財務諸表に基づき、事業活動別のセグメントから構

成され、「港湾事業」、「物流事業」、「プラント事業」及び「不動産・その他事業」の４つを報告セグメントとし

ております。 

「港湾事業」は、港湾荷役作業、ターミナル作業及び港湾関連作業を行っております。「物流事業」は、物流貨物

の輸送及び取扱業、貨物保管荷捌及び取扱業を行っております。「プラント事業」は、大型機械等の輸送据付、保繕

作業及び構内作業を行っております。「不動産・その他事業」は、不動産賃貸業及びその他事業を行っております。

  

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３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

  
（注） セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

  

当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31日） 

  
（注）１．セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社収益及び全社費用 千円が含まれ

ております。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

  

（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。 

   

  

該当事項はありません。 

  

  （単位：千円）

  報告セグメント
調整額 

（注）１ 

四半期連結

損益計算書 
計上額 

（注）２   港湾事業 物流事業 プラント事業
不動産その他

事業 
計

営業収入             

外部顧客への営業収入  11,388,919 9,314,900 6,430,501 220,299  27,354,619  － 27,354,619

セグメント間の内部営業収

入又は振替高 
 480,465 313,530 9,169 62,643  865,809  (865,809)  －

計  11,869,384 9,628,431 6,439,670 282,943  28,220,429  (865,809)  27,354,619

   セグメント利益  779,262 166,774 179,809 15,574  1,141,419  － 1,141,419

  （単位：千円）

  報告セグメント
調整額 

（注）１ 

四半期連結

損益計算書 
計上額 

（注）２   港湾事業 物流事業 プラント事業
不動産その他

事業 
計

営業収入               

外部顧客への営業収入  3,762,802 3,044,336 2,058,884 80,839  8,946,864  － 8,946,864

セグメント間の内部営業収

入又は振替高 
 175,097 97,664 6,659 19,194  298,614  (298,614)  －

計  3,937,899 3,142,001 2,065,544 100,033  9,245,479  (298,614) 8,946,864

   セグメント利益  209,272 50,555 38,137 13,246  311,212  4,027 315,240

4,027

（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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