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※  24年３月期(予想)の期末配当金については、未定であります。 

  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 

通期の業績予想に関する事項については、本日、平成23年10月28日公表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご覧下さい。 
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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第２四半期の業績（平成23年４月１日～平成23年９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 ％

24年３月期第２四半期 2,283 △6.5 6 － 20 － 24 △86.3

23年３月期第２四半期 2,443 10.7 △72 － △60 － 176 －

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２四半期 1 62 －

23年３月期第２四半期 11 78 －

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第２四半期 5,278 2,827 53.6

23年３月期 5,792 2,881 49.8

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 2,827百万円 23年３月期 2,881百万円

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

23年３月期 － － － 0 00 0 00

24年３月期 － －

24年３月期(予想) － － －

３．平成24年３月期の業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）

(％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
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 4,500 △2.7 40 － 60 － 140 － 9 32

soum
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・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24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

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 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

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期２Ｑ 15,400,000株 23年３月期 15,400,000株

② 期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 376,530株 23年３月期 375,489株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期２Ｑ 15,024,059株 23年３月期２Ｑ 15,025,344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２四半期累計期間のわが国経済は、企業収益に一部持ち直しの動きはあるものの、原発事故によ

る電力の使用制限のほか、欧米をはじめとする海外経済の減速懸念や円高の進行などにより、先行きが

不透明な状況で推移しました。 

このような情勢のもと、当第２四半期累計期間の売上高は、ばら貨物や液体貨物の取扱数量の増加は

あったものの、第２低温倉庫事業から期中に撤退したことが大きく影響し22億８千３百万円となり、前

年同期に比べ１億５千９百万円、6.5％の減収となりました。 

一方、売上原価は、同倉庫に係る運営費用である荷役関係諸払費や動力費が撤退後なくなったほか、

設備修理費の圧縮や人件費の削減などにより、20億５千７百万円となり、前年同期に比べ２億２千８百

万円、10.0％の減少となりました。販売費及び一般管理費については、人件費等の削減に努めたことに

より、２億１千９百万円となり、前年同期に比べ１千万円、4.6％の減少となりました。 

以上の結果、当第２四半期累計期間の営業利益は６百万円（前年同期は７千２百万円の営業損失）と

なり、経常利益は配当を収受したことから２千万円（前年同期は６千万円の経常損失）となりました。

四半期純利益につきましては、２千４百万円となり、受取補償金３億８千８百万円を特別利益に計上

した前年同期に比べ１億５千２百万円、86.3％の減少となりました。 

セグメント別の営業の概況は、次のとおりです。 

（ばら貨物セグメント） 

コークスほか一部の貨物の荷役数量は減少しましたが、電力用石炭が主に増加したことから、総荷役

数量は134万トンと前年同期に比べ22.5％の増加となりました。これに伴い関連する海上運送や保管業

務の取扱数量も増加しました。 

以上により、ばら貨物セグメントの売上高は９億６千９百万円となり、前年同期に比べ５千万円、

5.5％の増収となりました。 

（液体貨物セグメント） 

石油類は、重油と工業原料油の取扱数量が増加したことにより増収となりました。一方、化学品類

は、輸出用化学品の取扱数量が減少し減収となりました。 

以上により、液体貨物セグメントの売上高は６億２千３百万円となり、前年同期に比べ５千７百万

円、10.2％の増収となりました。 

（物流倉庫セグメント） 

危険物倉庫は荷役業務でわずかに減収となりました。低温倉庫については保管業務で減収となりまし

た。一方、冷蔵倉庫は、取扱数量が増加したため増収となりました。第２低温倉庫は、７月に事業から

撤退したため大幅な減収となりました。食材加工施設は、関連業務の終了により減収となりました。 

以上の結果、物流倉庫セグメントの売上高は６億９千万円となり、前年同期に比べ２億６千７百万

円、27.9％の減収となりました。 

  

当第2四半期会計期間末の総資産は52億７千８百万円となり、前事業年度末に比べて５億１千４百万

円減少しました。これは現金及び預金が減少したこと及び株式の時価の下落等により投資有価証券が減

少したことなどによるものであります。 

負債合計につきましては、長期借入金等の有利子負債の返済が進んだことなどから、前事業年度末に

比べて４億５千９百万円減少し、24億５千万円となりました。 

純資産合計は、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５千４百万円減少

し、28億２千７百万円となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）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

櫻島埠頭株式会社(9353)平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

－2－



  

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４千７百万円の資

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４千７百万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２億２千３百万円の資金減少となりました。これらの結果、当

第２四半期会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は５億３千３百万円となり、前事

業年度末に比べて２億２千３百万円減少しました。 

営業活動によるキャッシュ・フローでは、４千７百万円の資金増加（前年同期は６億６百万円の資

金増加）となりました。これは役員退職慰労金の支払いによる役員退職慰労引当金の減少額が４千１

百万円となったことや、前事業年度末に未払であった修理維持費の支払等によりその他の営業活動に

よる資金の減少が１億８千１百万円となるなどしたものの、減価償却費が２億１千１百万円、売上債

権の減少額が６千２百万円となるなどし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及び無形固定資産の取得による支出を６千６

百万円行ったことなどから４千７百万円の資金減少(前年同期は９千５百万円の資金減少)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の返済及び社債の償還による支出などにより２

億２千３百万円の資金減少(前年同期は６億９千６百万円の資金減少)となりました。 

  

通期の業績予想につきましては、売上高は45億円、営業利益は４千万円、経常利益は６千万円、当期

純利益は１億４千万円と予想しております。 

なお、当該業績予想の前提等の詳細は、本日、平成23年10月28日公表の「業績予想の修正に関するお

知らせ」をご覧下さい。 

  

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）

（３）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。 

  

 該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 757,060 533,506

受取手形及び売掛金 382,341 319,437

有価証券 39,991 39,996

貯蔵品 16,700 20,495

その他 64,039 54,385

貸倒引当金 △6,828 △5,594

流動資産合計 1,253,305 962,228

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,579,088 1,554,024

構築物（純額） 427,553 383,142

機械及び装置（純額） 531,113 526,932

その他（純額） 61,871 62,852

有形固定資産合計 2,599,626 2,526,951

無形固定資産 205,356 202,564

投資その他の資産   

投資有価証券 1,294,937 1,192,045

その他 440,622 394,853

貸倒引当金 △1,029 －

投資その他の資産合計 1,734,531 1,586,899

固定資産合計 4,539,514 4,316,416

資産合計 5,792,819 5,278,644

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 216,882 192,255

1年内返済予定の長期借入金 381,510 341,550

未払法人税等 19,505 2,974

賞与引当金 17,502 8,545

固定資産撤去損失引当金 142,148 142,148

資産除去債務 292 293

その他 417,342 351,791

流動負債合計 1,195,182 1,039,557

固定負債   

社債 50,000 40,000

長期借入金 1,076,550 903,140

退職給付引当金 12,828 18,304

役員退職慰労引当金 116,546 74,994

環境対策引当金 74,717 71,733

資産除去債務 23,265 23,452

その他 361,737 279,693

固定負債合計 1,715,645 1,411,318

負債合計 2,910,828 2,450,876
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30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 1,537,148 1,561,420

自己株式 △53,509 △53,607

株主資本合計 2,618,799 2,642,974

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 263,191 184,794

評価・換算差額等合計 263,191 184,794

純資産合計 2,881,991 2,827,768

負債純資産合計 5,792,819 5,278,644
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（２）四半期損益計算書 
 第２四半期累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 2,443,326 2,283,753

売上原価 2,286,011 2,057,602

売上総利益 157,315 226,150

販売費及び一般管理費 230,193 219,535

営業利益又は営業損失（△） △72,878 6,615

営業外収益   

受取利息 1,004 941

受取配当金 19,549 18,544

受取家賃 4,008 4,134

その他 3,220 5,320

営業外収益合計 27,783 28,939

営業外費用   

支払利息 14,814 13,736

その他 104 1,342

営業外費用合計 14,918 15,079

経常利益又は経常損失（△） △60,014 20,476

特別利益   

保険解約返戻金 － 4,996

受取補償金 388,857 －

固定資産売却益 631 －

特別利益合計 389,488 4,996

特別損失   

固定資産除却損 1,163 1,511

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 16,996 1,511

税引前四半期純利益 312,477 23,961

法人税、住民税及び事業税 134,688 1,827

法人税等調整額 857 △2,138

法人税等合計 135,545 △310

四半期純利益 176,931 24,272
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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２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 312,477 23,961

減価償却費 251,329 211,311

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） 969 △2,263

賞与引当金の増減額（△は減少） △21,027 △8,957

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,350 5,475

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,960 △41,552

環境対策引当金の増減額（△は減少） △4,191 △2,983

受取利息及び受取配当金 △20,554 △19,485

支払利息 14,814 13,736

保険解約損益（△は益） － △4,996

固定資産売却損益（△は益） △631 －

固定資産除却損 1,163 1,511

売上債権の増減額（△は増加） △75,543 62,903

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,507 △3,795

仕入債務の増減額（△は減少） 36,959 △24,627

未払又は未収消費税等の増減額 △6,550 32,217

その他 77,939 △181,280

小計 604,806 61,175

利息及び配当金の受取額 20,564 19,561

利息の支払額 △14,322 △14,221

法人税等の支払額 △4,276 △18,564

営業活動によるキャッシュ・フロー 606,772 47,951

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 10,000 －

有形固定資産の取得による支出 △75,034 △62,913

無形固定資産の取得による支出 △16,518 △3,860

投資有価証券の取得による支出 △10,227 △30,000

差入保証金の回収による収入 － 30,000

その他 △3,409 19,184

投資活動によるキャッシュ・フロー △95,188 △47,588
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(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 400,000 －

長期借入金の返済による支出 △384,606 △213,370

社債の償還による支出 △10,000 △10,000

リース債務の返済による支出 △179 △359

受入建設協力金の返済による支出 △656,869 －

自己株式の取得による支出 △91 △97

配当金の支払額 △44,928 △42

財務活動によるキャッシュ・フロー △696,675 △223,868

現金及び現金同等物に係る換算差額 △68 △48

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △185,160 △223,554

現金及び現金同等物の期首残高 855,280 757,060

現金及び現金同等物の四半期末残高 670,120 533,506
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該当事項はありません。 

  

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）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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比較セグメント別売上高明細表 

４. 補足情報

セグメント

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 前事業年度

(平成22年4月～平成22年9月) (平成23年4月～平成23年9月) (平成22年4月～平成23年3月)

数 量 金 額 構成比 数 量 金 額 構成比 数 量 金 額 構成比

(千㌧・
(千円) (％)

(千㌧・
(千円) (％)

(千㌧・
(千円) (％)

千KL) 千KL) 千KL)

ばら貨物セグメント

 荷役業務 1,094 403,447 1,341 417,073   2,234 789,310  

 海上運送業務 171 153,948 274 218,398   384 317,210 

 野積保管業務 1,039 69,069 1,191 55,944   2,458 142,886 

 倉庫保管業務 250 94,613 186 83,515   495 189,575 

 陸上運送業務 112,841 119,896   242,912 

 その他業務 85,131 74,648   159,029 

計 919,052 38 969,477 43 1,840,925 40 

液体貨物セグメント

 荷役業務 427 121,088 424 121,106 861 231,213  

 保管業務 638 319,400 745 372,285 1,334 678,478  

 陸上運送業務 87,150 99,115   171,849  

 その他業務 37,743 30,728   61,363  

計 565,381 23 623,236 27 1,142,905 25 

物流倉庫セグメント

(危険物倉庫)

 荷役業務 20,051 18,890   39,674  

 保管業務 53,199 53,199   106,398  

 その他業務 990 990   1,980  

 小計 (74,240) (3) (73,079) (3) (148,052) (3) 

(低温倉庫)

 荷役業務 252,218 250,613   495,230  

 保管業務 129,483 70,000   199,483 

 その他業務 360 360 720  

 小計 (382,062) (16) (320,973) (14) (695,434) (15) 

(冷蔵倉庫)

 荷役業務 35,070 60,328   76,433 

 保管業務 59,944 72,041   119,450  

 陸上運送業務 1,775 14,025   3,538  

 その他業務 3,048 2,594   4,064  

 小計 (99,838) (4) (148,990) (6) (203,487) (4) 

(第2低温倉庫)

 荷役業務 57,906 15,157 107,381  

 保管業務 249,296 80,651 298,879  

 陸上運送業務 21,749 9,406 40,555  

 その他業務 3,019 2,561 6,765  

 小計 (331,972) (13) (107,777) (5) (453,582) (10) 

(食材加工施設)

 保管業務 39,032 39,387 78,064  

 その他業務 30,814 43 61,629 

 小計 (69,846) (3) (39,431) (2) (139,693) (3) 

計 957,960 39 690,252 30 1,640,249 35 

その他

 保険代理業務 932 0 787 0 2,058 0 

合 計 2,443,326 100 2,283,753 100 4,626,139 100 

液体貨物セグメント
   品種別内訳
石油類 (312) (414,550) (73) (359) (485,333) (78) (638) (853,442) (75) 

 白油 191 134,956 183 142,222   355 272,212  

 重油 103 117,348 153 159,800 243 258,648  

 工業原料油 7 141,921 14 162,908   15 280,673  

 アスファルト 9 20,323 7 20,401   23 41,908  

化学品類 (115) (150,830) (27) (65) (137,902) (22) (222) (289,462) (25) 

 輸入化学品 107 127,160 57 110,529 205 242,661

 国内化学品 8 23,670 7 27,373 16 46,801  

計 427 565,381 100 424 623,236 100 861 1,142,905 100 
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