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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 3,395 3.5 71 △5.3 53 △12.6 18 △37.6
23年3月期第1四半期 3,279 29.6 75 ― 61 ― 29 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △26百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △115百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 1.53 ―
23年3月期第1四半期 2.46 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 12,806 1,619 12.6
23年3月期 12,878 1,669 13.0
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,619百万円 23年3月期  1,669百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
24年３月期の配当金額は未定であります。 

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

23年3月期 ― ― ― 2.00 2.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 6,500 1.0 140 25.9 90 51.7 60 163.7 5.03
通期 13,000 4.1 300 86.3 200 272.9 120 754.0 10.05



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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
に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※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。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 12,240,000 株 23年3月期 12,240,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 302,521 株 23年3月期 301,071 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 11,938,603 株 23年3月期1Q 11,940,727 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響による経済

活動の停滞や電力不足問題等に起因する各方面の不安定化が懸念され、景気の先行きは依然として不透明な状況が

続いております。 

 このような環境の下、当社グループは「安全・迅速・信頼」をモットーに、総合物流業者として社会的貢献を目

途として営業展開を行いました。その結果、事業別の業績は以下のとおりであります。  

 内航事業では、主要取扱品目である鋼材輸送において、復興需要予測のもと建設用鋼材の増産により荷動きがや

や好転したこともあり、売上高1,477百万円（前年同期比4.6％増）となりました。しかしながら、傭船形態の見直

しで原価が増加したこともあり、営業利益41百万円(前年同期比54.3％減)を計上いたしました。また、外航事業に

ありましては、定期ドックによる運航数の減少と所有船舶１隻の裸傭船化による売上の減少もありましたが、危険

物積載の為の改造工事による取扱貨物の多様化が進んだこともあり、その影響額も最小限にとどまりました。これ

らによりまして、売上高292百万円（前年同期比10.3％減）、営業損失40百万円(前年同期は43百万円の営業損失)

を計上いたしました。 

 港運事業では、輸入雑貨、食品類の底堅い取扱もあり、売上高1,348百万円（前年同期比3.3％増）、営業利益69

百万円（前年同期比16.0％増）を計上いたしました。また、有力素材メーカーとの取引も始まり、倉庫部門と併せ

て基幹取引先としたく考えております。倉庫事業では、神戸物流センターの合理化が進み、売上高275百万円(前年

同期比18.4％増）、営業利益1百万円（前年同期は31百万円の営業損失）と当部門において漸く利益を計上いたし

ました。  

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高3,395百万円（前年同期比3.5％増）、営業利益71百

万円(前年同期比5.2％減）、経常利益53百万円(前年同期比12.6％減）、特別損失として貸倒引当金繰入額16百万

円を計上いたしましたので、四半期純利益は18百万円（前年同期比37.6％減）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 資産の部では、流動資産は3,640百万円となり、前連結会計年度末と比較して41百万円増加いたしました。これ

は主に、現金・預金141百万円等の増加と未収消費税106百万円等が減少したことによるものであります。固定資産

は9,165百万円となり、前連結会計年度末と比較して113百万円減少いたしました。これは主に、投資有価証券の時

価評価の下落による影響額64百万と減価償却による有形固定資産の減少107百万円等によるものであります。 

 負債の部では、流動負債は5,674百万円となり、前連結会計年度末と比較して41百万円増加いたしました。これ

は主に、支払手形67百万円等の増加に対し、短期借入金86百万円等が減少したことによるものであります。固定負

債は5,512百万円となり、前連結会計年度末と比較して63百万円減少いたしました。これは主に長期借入金96百万

円等が減少したことによるものであります。 

 純資産の部は、1,619百万円となり、前連結会計年度末と比較して50百万円減少いたしました。これは主に、そ

の他有価証券評価差額金38百万円等が減少したことによるものであります。  

 当第１四半期末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ141百万円増加し、当第

１四半期連結会計期間末には、1,625百万円となりました。 

  

  （３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年５月13日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。   

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引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、税引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。 

 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。   

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。   

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,483 1,625

受取手形及び売掛金 1,623 1,589

原材料及び貯蔵品 46 50

前払費用 28 60

その他 418 317

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 3,599 3,640

固定資産   

有形固定資産   

建物及び建物付属設備 4,462 4,461

減価償却累計額 △1,406 △1,451

建物及び建物付属設備（純額） 3,055 3,010

船舶 3,656 3,723

減価償却累計額 △1,134 △1,191

船舶（純額） 2,521 2,532

土地 1,623 1,623

その他 438 439

減価償却累計額 △303 △311

その他（純額） 135 128

有形固定資産合計 7,335 7,295

無形固定資産   

その他 18 18

無形固定資産合計 18 18

投資その他の資産   

投資有価証券 942 879

その他 1,030 1,039

貸倒引当金 △48 △67

投資その他の資産合計 1,924 1,851

固定資産合計 9,278 9,165

資産合計 12,878 12,806



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,189 1,266

短期借入金 4,307 4,221

未払法人税等 5 21

賞与引当金 3 7

その他 126 157

流動負債合計 5,632 5,674

固定負債   

長期借入金 4,938 4,841

退職給付引当金 242 250

債務保証損失引当金 174 174

船舶修繕引当金 74 90

その他 145 155

固定負債合計 5,575 5,512

負債合計 11,208 11,186

純資産の部   

株主資本   

資本金 612 612

資本剰余金 33 33

利益剰余金 1,024 1,018

自己株式 △76 △76

株主資本合計 1,593 1,587

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 146 108

繰延ヘッジ損益 △70 △76

その他の包括利益累計額合計 76 31

純資産合計 1,669 1,619

負債純資産合計 12,878 12,806



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 3,279 3,395

売上原価 2,859 2,966

売上総利益 420 429

販売費及び一般管理費 345 357

営業利益 75 71

営業外収益   

受取利息 3 6

受取配当金 11 9

持分法による投資利益 9 2

その他 9 5

営業外収益合計 33 25

営業外費用   

支払利息 45 40

その他 2 2

営業外費用合計 47 42

経常利益 61 53

特別損失   

貸倒引当金繰入額 － 16

投資有価証券評価損 24 －

その他 0 －

特別損失合計 24 16

税金等調整前四半期純利益 37 37

法人税等 7 19

少数株主損益調整前四半期純利益 29 18

少数株主利益 － －

四半期純利益 29 18



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 29 18

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △127 △38

繰延ヘッジ損益 △17 △5

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △0

その他の包括利益合計 △145 △45

四半期包括利益 △115 △26

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △115 △26

少数株主に係る四半期包括利益 － －



該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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