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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 9,066 10.0 240 △27.6 229 △29.0 123 △18.6
23年3月期第2四半期 8,245 12.7 332 142.8 323 168.0 151 139.0

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 118百万円 （△9.3％） 23年3月期第2四半期 130百万円 （―％）

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2四半期 13.14 ―
23年3月期第2四半期 16.14 ―

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 9,205 3,194 34.7
23年3月期 9,261 3,141 33.9
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  3,194百万円 23年3月期  3,141百万円

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  
 

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 ― 7.00 7.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 7.00 7.00

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、対前期増減率）

（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

通期 16,700 1.6 330 △34.9 310 △34.0 170 △26.1 18.11



(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  ：  無  

(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、添付資
料4ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  

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2Q 9,389,000 株 23年3月期 9,389,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 2,493 株 23年3月期 2,493 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 9,386,507 株 23年3月期2Q 9,386,507 株
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当第２四半期連結累計期間(平成23年４月１日～平成23年９月30日)におけるわが国経済は、第１四半

期に東日本大震災の影響を受け、企業の生産活動は著しく低下したものの、第２四半期にはその影響も

和らぎ回復傾向に向かいました。しかしながら欧州での財政・金融不安の継続、米国での雇用市場の低

迷をはじめとする景気回復ペースの鈍化等による世界景気の低迷、加えて大幅な円高の進行により、依

然として先行き不透明感が強まる状況で推移いたしました。  

  かかる環境下、当第２四半期連結累計期間における物流業界におきましては、輸出は回復傾向とな

り、輸入に関してもアジアは下げ止まり、米国・ＥＵは横ばいとなりました。  

  その中で食品は水産物の輸出入が減少、果実・野菜等は微増で推移し、畜産物は多少の増加となりま

した。また鋼材の国内物流取扱いにおいても、鋼材主原料価格の上昇などの影響により減少傾向となり

ました。  

  このような状況の中、当社グループは第４次中期経営計画『お客さま信頼度ナンバーワンを目指し

て』をスタートさせました。  

  その結果、当第２四半期連結累計期間における連結売上高は前年同期間比１０．０％増の９０億６６

百万円となりました。一方連結経常利益は、人件費と新基幹システム稼働に伴う減価償却費が増加し、

前年同期間比２９．０％減の２億２９百万円となりました。また連結四半期純利益は前年同期間比１

８．６％減の１億２３百万円となりました。  

  

セグメント別の営業状況は、次のとおりであります。  

[港湾運送事業及び港湾付帯事業]  

 港湾運送事業は、港湾施設使用料収入が増加したため、売上高は前年同期間比１６．０％増の４５億

５０百万円となりました。  

 陸上運送事業は、トラック運送料収入が増加したため、売上高は前年同期間比１３．７％増の１５億

６２百万円となりました。  

 倉庫業は、入出庫料収入が増加したため、売上高は前年同期間比９．９％増の１５億６７百万円とな

りました。  

 通関業は、輸入食品衛生検査料収入が減少したため、売上高は前年同期間比８．５％減の１２億１１

百万円となりました。  

 この結果、港湾運送事業及び港湾付帯事業の売上高は前年同期間比１０．５％増の８８億９１百万円

となったものの、セグメント利益は前年同期間比４．２％減の６億１４百万円となりました。  

  

[その他事業]  

 その他事業は、構内作業料収入が減少したため、売上高は前年同期間比１１．２％減の１億７４百万

円となったものの、不動産賃貸料収入の増加によりセグメント利益は前年同期間比５０２．３％増の１

９百万円となりました。    

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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セグメント別売上高 

 
（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

（総 資 産）  

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は９２億５百万円となり、前連結会計年度に比べ５５百

万円減少いたしました。主な要因は現金及び預金が６億２１百万円減少した一方、受取手形及び営業未

収入金が３億５９百万円、投資有価証券が１億７百万円、たな卸資産が５８百万円、前払費用が４２百

万円それぞれ増加したことによるものであります。  

  

（負 債）  

 当第２四半期連結会計期間末における負債は６０億１１百万円となり、前連結会計年度に比べ１億８

百万円減少いたしました。主な要因は支払手形及び営業未払金が１億８９百万円、その他流動負債が２

４百万円、退職給付引当金が２５百万円それぞれ増加した一方、短期および長期借入金が２億８６百万

円、未払法人税等が６２百万円それぞれ減少したことによるものであります。  

  

（純 資 産）  

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は３１億９４百万円となり、前連結会計年度に比べ５２

百万円増加いたしました。主な要因は利益剰余金が５７百万円増加したことによるものであります。  

  

区分

前第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

当第２四半期連結累計期間
自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日

前年同期間比

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
増減比
(％)

港湾運送事業及び 
港湾付帯事業

8,048,403 97.6 8,891,464 98.1 843,060 10.5

港湾運送事業 3,924,160 47.6 4,550,231 50.2 626,071 16.0

陸上運送事業 1,374,409 16.7 1,562,404 17.2 187,994 13.7

倉庫業 1,426,716 17.3 1,567,557 17.3 140,840 9.9

通関業 1,323,116 16.0 1,211,270 13.4 △111,845 △8.5

その他事業

その他事業 197,035 2.4 174,878 1.9 △22,157 △11.2

合計 8,245,439 100.0 9,066,342 100.0 820,903 10.0

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況の分析） 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度

末に比較し２億５８百万円増加し、当第２四半期末には１１億５０百万円となりました。  

  当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

  営業活動において減少した資金は８４百万円となりました。（前年同四半期は３３百万円の減少)こ

れは税金等調整前四半期純利益が２億１８百万円となり、減価償却費１億２百万円、仕入債務の増加額

１億８９百万円があったものの、売上債権の増加額３億５８百万円、法人税等の支払額１億６４百万円

があったことによるものであります。  

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動において増加した資金は７億１０百万円となりました。（前年同四半期は３億８百万の増

加）これは定期預金の預入による支出２億３０百万円、投資有価証券の取得による支出１億２６百万円

があったものの、定期預金の払戻による収入１１億１０百万円があったことによるものであります。  

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動において減少した資金は３億６７百万円となりました。（前年同四半期は９２百万円の減

少）これは短期借入れによる収入２億円、長期借入れによる収入１億８０百万円があったものの、短期

借入金の返済による支出３億５０百万円、長期借入金の返済による支出３億１６百万円および配当金の

支払額６５百万円があったことによるものであります。  

  

現時点では、通期の連結業績予想につきまして、平成23年５月19日に公表した数値に変更はございま

せん。  

  今後の動向により業績予想の変更が必要な場合には、速やかに開示いたします。  

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

（３）連結業績予想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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）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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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,001,527 1,380,522

受取手形及び営業未収入金 2,593,450 2,952,776

たな卸資産 185,597 243,731

前払費用 34,512 77,326

繰延税金資産 121,968 117,286

その他 323,379 368,602

貸倒引当金 △17,244 △19,971

流動資産合計 5,243,191 5,120,273

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 444,522 428,237

機械装置及び運搬具（純額） 7,191 4,631

土地 1,412,637 1,412,637

リース資産（純額） 75,400 69,011

その他（純額） 56,768 48,137

有形固定資産合計 1,996,520 1,962,655

無形固定資産 620,245 596,436

投資その他の資産

投資有価証券 386,691 494,610

破産更生債権等 167,955 167,139

繰延税金資産 360,736 374,246

その他 649,465 655,752

貸倒引当金 △163,365 △165,235

投資その他の資産合計 1,401,482 1,526,512

固定資産合計 4,018,248 4,085,604

資産合計 9,261,440 9,205,878
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 1,622,725 1,812,188

短期借入金 1,164,663 1,035,683

未払法人税等 173,470 110,864

賞与引当金 219,173 228,102

その他 392,799 417,461

流動負債合計 3,572,833 3,604,300

固定負債

長期借入金 1,206,018 1,048,500

再評価に係る繰延税金負債 213,666 213,666

退職給付引当金 938,886 964,565

役員退職慰労引当金 1,590 1,732

長期未払金 92,990 92,990

その他 93,892 85,563

固定負債合計 2,547,044 2,407,017

負債合計 6,119,877 6,011,317

純資産の部

株主資本

資本金 856,050 856,050

資本剰余金 625,295 625,295

利益剰余金 1,656,562 1,714,165

自己株式 △909 △909

株主資本合計 3,136,997 3,194,601

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △811 △5,947

土地再評価差額金 3,885 3,885

為替換算調整勘定 1,490 2,022

その他の包括利益累計額合計 4,564 △39

純資産合計 3,141,562 3,194,561

負債純資産合計 9,261,440 9,205,878
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（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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

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

営業収益 8,245,439 9,066,342

営業原価 6,381,779 7,177,176

営業総利益 1,863,659 1,889,165

販売費及び一般管理費 1,531,137 1,648,497

営業利益 332,521 240,668

営業外収益

受取利息 3,598 2,746

受取配当金 2,962 3,719

受取保険金 2,695 537

受取地代家賃 2,018 2,207

負ののれん償却額 1,860 －

その他 5,282 6,490

営業外収益合計 18,419 15,702

営業外費用

支払利息 23,385 20,898

複合金融商品評価損 － 4,589

為替差損 223 －

その他 4,078 1,479

営業外費用合計 27,687 26,966

経常利益 323,253 229,403

特別利益

固定資産売却益 297 349

貸倒引当金戻入額 515 －

特別利益合計 812 349

特別損失

固定資産除却損 1,292 114

投資有価証券評価損 33,649 7,919

災害による損失 － 1,325

ゴルフ会員権評価損 2,550 1,500

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,720 －

特別損失合計 44,212 10,859

税金等調整前四半期純利益 279,853 218,893

法人税、住民税及び事業税 147,549 103,292

法人税等調整額 △19,222 △7,707

法人税等合計 128,327 95,584

少数株主損益調整前四半期純利益 151,526 123,308

四半期純利益 151,526 123,308
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四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

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

少数株主損益調整前四半期純利益 151,526 123,308

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △19,356 △5,136

為替換算調整勘定 △1,318 531

その他の包括利益合計 △20,675 △4,604

四半期包括利益 130,851 118,704

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 130,851 118,704

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(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

税金等調整前四半期純利益 279,853 218,893

減価償却費 48,886 102,976

災害損失 － 1,325

負ののれん償却額 △1,860 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,720 －

ゴルフ会員権評価損 2,550 1,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19,239 4,597

退職給付引当金の増減額（△は減少） 34,239 25,629

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 141 141

受取利息及び受取配当金 △6,561 △6,466

支払利息 23,385 20,898

為替差損益（△は益） 203 △410

投資有価証券評価損益（△は益） 33,649 7,919

複合金融商品評価損益（△は益） － 4,589

有形固定資産売却損益（△は益） △297 △349

有形固定資産除却損 1,292 114

売上債権の増減額（△は増加） △504,036 △358,247

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,832 △58,133

仕入債務の増減額（△は減少） 228,481 189,462

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,183 21,243

未収消費税等の増減額（△は増加） － 3,070

その他 △48,189 △84,885

小計 97,048 93,868

利息及び配当金の受取額 7,461 7,208

利息の支払額 △31,425 △20,756

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △79,572 △164,899

役員退職慰労金の支払額 △26,535 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △33,023 △84,579
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（単位：千円）

前第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)

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

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △1,210,000 △230,000

定期預金の払戻による収入 1,760,000 1,110,000

長期預金の払戻による収入 200,000 －

保険積立金の積立による支出 △322,579 △11,911

保険積立金の解約による収入 12,004 －

有形固定資産の取得による支出 △12,099 △6,767

有形固定資産の売却による収入 400 535

無形固定資産の取得による支出 △104,920 △27,710

投資有価証券の取得による支出 △16,155 △126,704

投資有価証券の売却による収入 6 －

貸付けによる支出 △7,900 △5,500

貸付金の回収による収入 9,609 8,721

投資活動によるキャッシュ・フロー 308,365 710,663

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 350,000 200,000

短期借入金の返済による支出 △350,000 △350,000

長期借入れによる収入 370,000 180,000

長期借入金の返済による支出 △384,500 △316,498

リース債務の返済による支出 △13,797 △15,164

配当金の支払額 △64,287 △65,535

財務活動によるキャッシュ・フロー △92,584 △367,197

現金及び現金同等物に係る換算差額 △641 107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 182,115 258,994

現金及び現金同等物の期首残高 803,292 891,527

現金及び現金同等物の四半期末残高 985,407 1,150,522

大東港運㈱（９３６７）　平成24年３月期　第２四半期決算短信

-10-



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

 該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第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) 

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報 

                                      （単位：千円） 

 
(注) １．セグメント利益の調整額△312,837千円には、セグメント間取引消去△20,747千円、各報告セグメントに配

  分できない全社費用292,090千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営業利益と調整しております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

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

１．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報 

                                      （単位：千円） 

 
(注) １．セグメント利益の調整額は、全社費用393,875千円であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23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）セグメント情報等

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港湾運送事業及

び港湾付帯事業
その他事業 合 計

営 業 収 益

 (1) 外部顧客に 
   対する営業収益

8,048,403 197,035 8,245,439 ― 8,245,439

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

― 20,747 20,747 △20,747 ―

計 8,048,403 217,782 8,266,186 △20,747 8,245,439

セグメント利益 642,086 3,272 645,359 △312,837 332,521

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港湾運送事業及

び港湾付帯事業
その他事業 合 計

営 業 収 益

 (1) 外部顧客に 
   対する営業収益

8,891,464 174,878 9,066,342 ― 9,066,342

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

― 34,866 34,866 △34,866 ―

計 8,891,464 209,744 9,101,208 △34,866 9,066,342

セグメント利益 614,830 19,713 634,543 △393,875 240,668

（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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