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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 47,326 30.8 4,241 231.8 4,457 221.6 2,550 ―

23年3月期 36,187 △9.6 1,278 △4.8 1,386 1.4 199 △79.8

（注）包括利益 24年3月期 2,469百万円 （―％） 23年3月期 14百万円 （△98.8％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 58.98 ― 17.6 16.4 9.0
23年3月期 6.90 ― 1.6 5.5 3.5

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  △0百万円 23年3月期  12百万円

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

24年3月期 29,985 16,760 55.7 386.46
23年3月期 24,402 12,259 50.0 422.58

（参考） 自己資本   24年3月期  16,713百万円 23年3月期  12,207百万円

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 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 2,736 △1,886 △2,577 3,131
23年3月期 3,803 △723 △1,406 3,739

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年3月期 ― ― ― 4.00 4.00 114 58.0 0.9
24年3月期 ― ― ― 8.00 8.00 345 13.6 2.0

25年3月期(予想) ― ― ― 6.00 6.00 ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 23,000 △2.5 1,300 △43.0 1,400 △41.7 900 △36.4 20.81
通期 45,000 △5.0 2,600 △38.7 2,800 △37.2 1,700 △33.4 39.31



※  注記事項 

(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料15ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 43,448,099 株 23年3月期 29,106,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期 200,180 株 23年3月期 217,953 株

③ 期中平均株式数 24年3月期 43,247,970 株 23年3月期 28,888,119 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 35,654 40.3 3,345 522.6 3,757 550.3 2,144 ―

23年3月期 25,413 △5.7 537 △4.0 577 8.4 △56 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年3月期 49.60 ―

23年3月期 △1.96 ―

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

24年3月期 24,039 12,950 53.9 299.44
23年3月期 19,176 9,053 47.2 313.41

（参考） 自己資本 24年3月期  12,950百万円 23年3月期  9,053百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく監査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、（添付
資料）２ページ「1.経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

(当期の概況）  

 当連結会計年度における世界経済は、米国経済の回復のペースが鈍化し、欧州経済もユーロ加盟国の財政・金融

危機への懸念が増してきているものの、中国をはじめとする新興国の成長に支えられ、総じて緩やかな景気回復が

継続しました。一方、わが国経済は、東日本大震災にともなう停滞が徐々に解消し、景気は回復の動きが見られま

したが、夏以降は、欧州の債務危機を契機に世界経済の減速感が強まってきたことに加えて、歴史的な円高水準が

足かせとなる等、国内外とも景気の下振れ懸念が高まりました。 

 このような環境の下、当社グループ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通りと

なりました。 

   

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

  

    (A) 港湾事業                                              

 当社の港湾事業の基盤である京浜港の貿易量は、東日本大震災による減少の後、企業の生産活動の回復が順調に

進んだことから、輸出が緩やかな回復傾向で推移し、輸入も高水準を維持するなど総じて堅調に推移しました。当

社の取扱量についても荷動きの回復を受け、建設機械及び車輌が回復傾向で推移し、コンテナについても昨年４月

１日の国際コンテナターミナル株式会社との合併によりコンテナターミナルの事業規模が拡大し取扱量が大きく増

加した結果、営業成績は前年同期に比べ増収増益となりました。 

  

(B) 物流事業 

 物流事業についても、京浜港の貿易量の回復を背景に、輸出入貨物の取扱量は全般に堅調に推移し、国内輸送も

順調に推移しました。また海上輸送契約は大型案件を中心に順調に受注を行った結果、増収増益となりました。 

                                                  

    (C) プラント事業 

 国内においては民間設備投資及び公共投資は低調に推移、海外主要拠点のシンガポールにおいても化学プラント

工事が端境期にあるなど厳しい事業環境が続きましたが、シンガポールでは小型案件ながら引き続き化学プラント

工事の受注ができ、国内も震災復興関連工事を含め、国内外の各分野で幅広く受注に努めた結果、前年同期に比べ

増収増益となりました。 

  

  (D) 不動産・その他事業 

 オフィス需要が依然厳しい状況にあるなか事務所ビルの新規テナントの誘致に努め入居率が改善したこと、ま

た、国際コンテナターミナル株式会社との合併に伴い賃貸用不動産が増加し事業規模が拡大した結果、前年同期に

比べ増収増益となりました。 

  

１．経営成績

事業の種類別セグメント

の状況 

前連結会計年度 当連結会計年度 

増減額 増減率 （自 平成22年４月 １日 （自 平成23年４月 １日 

至 平成23年３月31日） 至 平成24年３月31日） 

港湾事業 
 

 

15,146

986

 

 

21,180

1,999

 

 

6,034

1,012

％ 

％ 

39.8

102.6

物流事業 
 

 

12,070

123

 

 

12,901

570

 

 

831

447

％ 

％ 

6.9

363.3

プラント事業 
 

 

8,683

147

 

 

12,554

1,497

 

 

3,871

1,349

％ 

％ 

44.6

915.8

不動産・その他事業 
 

 

287

21

 

 

690

174

 

 

402

153

％ 

％ 

140.2

724.1
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(次期の見通し） 

 次期の世界経済は米国経済が持ち直しの気配を見せており、中国等新興国も緩やかながらも成長を続けているこ

とから回復基調で推移すると思われます。わが国経済も設備投資及び雇用の改善が遅れているものの、輸出が回復

傾向にあり、外需主導による下振れのリスクを抱えながらも回復基調が続くものと予想されます。 

このような状況の下、当社グループは更なる営業活動の強化とコスト削減に取り組む所存ですが、物流事業等で前

期のような大型案件が見込めないため、次期業績につきましては営業収入450億円、経常利益28億円と予想しており

ます。 

 セグメント別の見通しは次の通りです。 

 港湾事業については、国際貿易の回復に伴い京浜港における荷動きも回復基調を維持し堅調に推移するものと見

込み営業収入は210億円と予想します。 

 物流事業についても新規契約の受注等に注力して営業展開を図ります。輸出の回復など貿易量が緩やかに拡大し

ていくものと見込まれることから営業収入は144億円と予想します。 

 プラント事業については国内外において幅広い分野で営業展開に努めてまいりますが、当期の業績に大きく寄与

した海外の工事が一段落したこと、また国内電力関連事業の大幅な減収が見込まれ厳しい事業環境が続くことが予

想されることから営業収入は90億円と予想します。 

 不動産その他事業については首都圏における空室率の改善が遅れていますがテナント誘致に努め営業収入は6億円

と予想いたします。 
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(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末における総資産は、主に営業未収入金の増加及び短期貸付金の増加等により、前年度末比55億８

千３百万円増加し299億８千５百万円となりました。 

 負債につきましては、短期借入金等有利子負債等が減少した一方、営業未払金及び未払法人税等の増加により、前

年度末比10億８千２百万円増加し、132億２千４百万円となりました。 

 当連結会計年度末における純資産は、合併に伴う資本金の増加及び当期純利益の計上により、前年度末に比べて45

億円増加し167億６千万円となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は31億３千１百万円となり、前

年度末に比べ６億７百万円減少いたしました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は27億３千６百万円（前年度は38億３百万円の収入）となりました。主なプラス要因

は税金等調整前当期純利益44億９千２百万円及び減価償却費14億４千５百万円であり、主なマイナス要因は営業債権

の増加額18億６千万円、その他負債の減少額11億５百万円及び法人税等の支払額５億７千７百万円であります。 

   

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は18億８千６百万円（前年度は７億２千３百万円の支出）となりました。主なプラス

要因は有形固定資産の売却による収入６億６千８百万円及び貸付金の回収による収入11億３千３百万円であり、主な

マイナス要因は有形固定資産の取得による支出15億３千１百万円及び貸付けによる支出22億２千７百万円でありま

す。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は25億７千７百万円（前年度は14億６百万円の支出）となりました。主なマイナス要

因は短期借入金純減少額16億２千９百万円及び長期借入金の返済による支出７億１百万円であります。 

  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  
自己資本比率：自己資本／総資産 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 
※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 
※ キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用 
  しております。 
※ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象とし 
  ております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用してお 
  ります。                                          
※ 平成22年３月期におけるキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシ 
  オは、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため記載を省略しています。         

  平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期

自己資本比率（％）  47.0  50.0  55.7

時価ベースの自己資本比率（％）  30.9  27.3  41.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  －  1.1  0.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  －  69.9  81.3
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

   当社は、配当を通じ株主に対して安定的かつ継続的に利益を還元すると共に、中長期的な観点から経営基盤強化の

  ための内部留保と経営資源の充実に努め、事業の成長を通じ企業価値の極大化を目指すことを重要な経営課題と認識

  しています。利益配分についてはこれらを総合的に勘案しバランスよく配分することを基本方針としています。 

   この方針に基づき、当期（平成24年３月期）の配当は平成24年４月27日に公表した配当予想の修正の通り、１株あ

  たりの配当は８円を予定しています。 次期については１株あたり６円の配当を予定しています。 

  

(4)事業等のリスク 

 当社グループの経営成績および財務状況に重要な影響を及ぼし投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があるも

のとして、当社が認識している「事業等のリスク」には以下のようなものがあります。 

 尚、文中における将来に関する事項は当期末（平成24年３月31日）現在において当社グループが判断したものであ

ります。 

①経済情勢 

 当社グループの営む港湾事業及び物流事業は、輸出入貨物の変動に大きな影響を受け、また、プラント事業は国内

外における設備投資及び国内の公共事業等の動向に大きな影響を受けております。従いまして国内はもとより北米、

欧州、アジア等における景気と貿易の動向は、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

②特定業界・特定取引先への依存 

 当社グループの営業収入は主要顧客上位10社よりの収入が約３割を占めております。従いまして現在の経営状況に

ついては安定的である反面、主要顧客の動向が当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

③法規制等 

 当社グループは物流事業においては貨物自動車運送事業法・通関業法等、港湾事業においては港湾運送事業法等、

プラント事業においては建設業法等による各種の事業免許・許可を取得し事業を営んでおります。免許・許可基準等

の変更等により規制緩和等が行われ競合他社の増加および価格競争の激化が生じた場合には当社グループの経営成績

に影響を及ぼす可能性があります。 

 当社グループは物流事業における貨物自動車運送事業をはじめとして車輌・機械装置を使用した役務提供を行って

おりますが、環境保護関連法令における規制の強化等により新たな設備投資が必要となった場合には当社グループの

経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

④事故および災害 

 当社グループは港湾地区、電力会社等の事業所および各種建設現場等において請負作業を行っております。当社グ

ループは安全衛生管理および品質管理に関する管理体制を整えており、安全を 優先して作業を行っておりますが万

一事故・災害が発生した場合には経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また、当社グループの経営基盤は、京浜港地区に集中しており当該地区において大規模災害が発生した場合には経

営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤金利の変動 

 当社グループは運転資金および設備投資資金につきましては主として金融機関からの借入により調達しておりま

す。有利子負債の圧縮に努力しておりますが、運転資金に就いては短期借入により調達しており、今後金利が上昇し

た場合には経営成績・財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 
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(1）会社の経営の基本方針 

                                       宇徳グループ企業理念 

１．顧客のニーズと時代の要請に沿った高品質なサービスの提供を通じ社会に貢献し、企業価値の向上を目指しま 

  す。 

２．社会規範と企業倫理に則った透明性の高い経営を行い、チャレンジ精神豊かな人間性を尊ぶ企業を目指します。

３．全ての事業領域での安全確保の徹底と環境保全に努めます。 

  

  当社は、上記の企業理念の下、中核事業である港湾事業、物流事業およびプラント事業各々の専門性と強みを結集

した高品質サービスの提供を通じて企業価値の向上を目指すとともに、透明性の高い経営と徹底した安全確保により

顧客、株主および取引先等の関係者の皆様の信頼に応え、広く社会に貢献する企業を目指してまいります。 

 (2）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 

   

   当社は商船三井グループの一員として、グループにおける当社の特徴と強みを生かしたサービスを提供することに

  より、商船三井グループ並びに当社グループ双方の企業価値を高めるべく多面的に事業の展開を図っていくことを経

  営戦略の中核としています。 

  

   港湾事業においては、港湾を取り巻く環境の変化に対し安定的に高品質なサービスを提供する体制を維持すると共

  に、サービス提供を通じて顧客との連携を一層深め新規営業分野の開拓と事業の拡大を図ってまいります。 

  

   物流事業においては、選択と集中による事業の再編を推進し収益性の向上を図ると共に、商船三井グループ各社と

  の連携を更に深め多様なサービスメニューを開発して営業分野と顧客層の拡大を図ってまいります。 

  

   プラント事業においては、技術開発、機材の拡充と弛まぬコスト合理化追求により、電力および化学プラント等の

  事業分野の競争力強化と営業領域の拡大を図ると共に、海外事業の収益を安定的なものとするため、更なる施工管理

  体制の充実と顧客との信頼関係の深耕により継続的受注を図ってまいります。 

  

   また、事業の発展のためには長期的な観点で人材を確保し育成することが不可欠であるとの認識の下、当社では技

  術の伝承に加え、新時代の技術に対応するための人材の育成に重点をおいた人事政策を展開する方針です。 

   内部統制システムについては金融商品取引法の求める内部統制にとどまらず、広くコーポレートガバナンスの充実

  に全社をあげて鋭意取り組んでまいります。尚、安全作業およびサービス品質の管理についても経営の 重要事項と

  して万全の体制を整備すべく取組んでいるほか、社会貢献、環境対策、コンプライアンス等についても企業の使命と

  して長期的視点に立ち、引続き取組んでまいります。 

  

２．経営方針
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３．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,739,724 3,131,766

受取手形及び営業未収入金 6,880,343 9,616,613

貯蔵品 10,002 51,291

繰延税金資産 305,187 460,208

その他 685,509 1,587,636

貸倒引当金 △52,744 △2,408

流動資産合計 11,568,023 14,845,108

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 17,018,567 19,117,033

減価償却累計額 △11,921,552 △13,948,929

建物及び構築物（純額） 5,097,014 5,168,104

機械装置及び運搬具 4,484,520 8,947,983

減価償却累計額 △4,018,063 △7,685,889

機械装置及び運搬具（純額） 466,456 1,262,093

工具、器具及び備品 674,440 1,184,013

減価償却累計額 △543,290 △954,650

工具、器具及び備品（純額） 131,150 229,363

土地 2,067,165 2,336,209

リース資産 479,847 566,586

減価償却累計額 △168,408 △273,013

リース資産（純額） 311,439 293,573

建設仮勘定 36,120 169,972

有形固定資産合計 8,109,346 9,459,315

無形固定資産   

その他 1,286,690 1,477,702

無形固定資産合計 1,286,690 1,477,702

投資その他の資産   

投資有価証券 1,440,522 2,015,524

繰延税金資産 857,646 848,254

その他 1,154,496 1,363,623

貸倒引当金 △14,628 △24,296

投資その他の資産合計 3,438,036 4,203,105

固定資産合計 12,834,073 15,140,123

資産合計 24,402,097 29,985,231
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 3,061,408 4,040,802

短期借入金 2,248,386 615,746

1年内返済予定の長期借入金 701,296 442,296

リース債務 117,653 128,143

未払法人税等 214,667 1,540,867

繰延税金負債 586 －

未払費用 312,803 341,863

賞与引当金 464,134 640,209

役員賞与引当金 24,300 102,754

その他 666,097 1,060,923

流動負債合計 7,811,332 8,913,607

固定負債   

長期借入金 1,062,494 620,198

リース債務 274,541 230,356

繰延税金負債 103 5,555

退職給付引当金 2,324,223 2,706,689

役員退職慰労引当金 160,666 142,775

関係会社整理損失引当金 10,392 7,550

資産除去債務 26,216 26,718

その他 472,829 571,540

固定負債合計 4,331,467 4,311,384

負債合計 12,142,799 13,224,992

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,455,300 2,155,300

資本剰余金 330,693 330,659

利益剰余金 10,271,196 14,115,070

自己株式 △33,681 △30,257

株主資本合計 12,023,508 16,570,772

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 436,598 505,337

為替換算調整勘定 △252,454 △362,734

その他の包括利益累計額合計 184,143 142,602

少数株主持分 51,645 46,863

純資産合計 12,259,297 16,760,239

負債純資産合計 24,402,097 29,985,231
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業収入 36,187,483 47,326,900

営業費用 29,493,598 36,543,653

営業総利益 6,693,885 10,783,246

販売費及び一般管理費 5,415,353 6,541,511

営業利益 1,278,531 4,241,735

営業外収益   

受取利息 14,242 17,895

受取配当金 27,106 48,810

持分法による投資利益 12,894 －

匿名組合投資利益 － 28,176

業務受託手数料 － 39,694

受取賃貸料 37,792 30,477

助成金収入 25,757 20,029

その他 59,227 69,290

営業外収益合計 177,020 254,375

営業外費用   

支払利息 53,626 32,686

持分法による投資損失 － 874

その他 15,711 4,779

営業外費用合計 69,337 38,339

経常利益 1,386,214 4,457,770

特別利益   

固定資産売却益 15,598 60,104

関係会社清算益 － 70,948

受取補償金 － 95,760

特別利益合計 15,598 226,812

特別損失   

固定資産除売却損 51,441 40,193

投資有価証券評価損 5,369 24,798

ゴルフ会員権評価損 6,942 14,958

ゴルフ会員権売却損 5,457 3,047

減損損失 233,830 －

災害による損失 655,550 99,557

その他 114,592 9,878

特別損失合計 1,073,184 192,434

税金等調整前当期純利益 328,628 4,492,148

法人税、住民税及び事業税 331,573 1,825,635

法人税等調整額 △202,276 115,837

法人税等合計 129,296 1,941,472

少数株主損益調整前当期純利益 199,332 2,550,676

当期純利益 199,332 2,550,676
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 199,332 2,550,676

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △87,197 33,775

為替換算調整勘定 △65,170 △115,341

持分法適用会社に対する持分相当額 △32,273 280

その他の包括利益合計 △184,640 △81,286

包括利益 14,691 2,469,389

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 15,839 2,474,171

少数株主に係る包括利益 △1,147 △4,782
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,455,300 1,455,300

当期変動額   

合併による増加 － 700,000

当期変動額合計 － 700,000

当期末残高 1,455,300 2,155,300

資本剰余金   

当期首残高 330,693 330,693

当期変動額   

自己株式の処分 － △34

当期変動額合計 － △34

当期末残高 330,693 330,659

利益剰余金   

当期首残高 10,187,416 10,271,196

当期変動額   

剰余金の配当 △115,552 △114,752

当期純利益 199,332 2,550,676

自己株式の処分 － △33,551

連結範囲の変動 － 307,113

合併による増加 － 1,134,388

当期変動額合計 83,779 3,843,874

当期末残高 10,271,196 14,115,070

自己株式   

当期首残高 △33,638 △33,681

当期変動額   

自己株式の取得 △43 △30,161

自己株式の処分 － 33,586

当期変動額合計 △43 3,424

当期末残高 △33,681 △30,257

株主資本合計   

当期首残高 11,939,772 12,023,508

当期変動額   

剰余金の配当 △115,552 △114,752

当期純利益 199,332 2,550,676

自己株式の取得 △43 △30,161

自己株式の処分 － －

連結範囲の変動 － 307,113

合併による増加 － 1,834,388

当期変動額合計 83,735 4,547,264

当期末残高 12,023,508 16,570,772
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 523,795 436,598

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △87,197 68,738

当期変動額合計 △87,197 68,738

当期末残高 436,598 505,337

為替換算調整勘定   

当期首残高 △156,158 △252,454

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △96,295 △110,279

当期変動額合計 △96,295 △110,279

当期末残高 △252,454 △362,734

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 367,637 184,143

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △183,493 △41,540

当期変動額合計 △183,493 △41,540

当期末残高 184,143 142,602

少数株主持分   

当期首残高 52,793 51,645

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,147 △4,782

当期変動額合計 △1,147 △4,782

当期末残高 51,645 46,863

純資産合計   

当期首残高 12,360,203 12,259,297

当期変動額   

剰余金の配当 △115,552 △114,752

当期純利益 199,332 2,550,676

自己株式の取得 △43 △30,161

自己株式の処分 － －

連結範囲の変動 － 307,113

合併による増加 － 1,834,388

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △184,641 △46,322

当期変動額合計 △100,905 4,500,941

当期末残高 12,259,297 16,760,239
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 328,628 4,492,148

減価償却費 1,019,877 1,445,906

減損損失 233,830 －

災害損失 655,550 99,557

退職給付引当金の増減額（△は減少） △110,924 △18,297

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,941 △24,815

賞与引当金の増減額（△は減少） 27,630 103,543

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 2,586 78,454

貸倒引当金の増減額（△は減少） 20,415 △40,877

匿名組合投資損益（△は益） － △28,176

ゴルフ会員権評価損 6,942 14,958

ゴルフ会員権売却損益（△は益） 5,457 3,047

受取利息及び受取配当金 △41,348 △66,706

支払利息 53,626 32,686

固定資産除売却損益（△は益） 35,842 △19,911

投資有価証券評価損益（△は益） 5,369 24,798

持分法による投資損益（△は益） △12,894 874

営業債権の増減額（△は増加） 1,014,043 △1,860,494

営業債務の増減額（△は減少） 732,128 382,804

未払又は未収消費税等の増減額 △60,701 55,898

その他の資産の増減額（△は増加） 26,607 △59,652

その他の負債の増減額（△は減少） 59,607 △1,105,629

その他 31,050 △229,095

小計 4,047,266 3,281,022

利息及び配当金の受取額 48,806 66,607

利息の支払額 △54,441 △33,629

法人税等の支払額 △238,134 △577,269

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,803,496 2,736,729

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 △1,027,501 △1,531,571

有形固定資産の売却による収入 409,158 668,809

投資有価証券の売却による収入 9,700 －

子会社の清算による収入 － 80,948

貸付けによる支出 △1,812,502 △2,227,079

貸付金の回収による収入 1,767,344 1,133,535

その他の支出 △126,317 △35,328

その他の収入 56,197 24,282

投資活動によるキャッシュ・フロー △723,920 △1,886,404
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３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） △787,334 △1,629,992

長期借入れによる収入 450,000 －

長期借入金の返済による支出 △847,546 △701,296

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △106,574 △132,336

配当金の支払額 △114,900 △113,797

その他 △43 △31

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,406,399 △2,577,454

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,812 △51,267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,662,364 △1,778,396

現金及び現金同等物の期首残高 2,077,360 3,739,724

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 988,672

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 181,766

現金及び現金同等物の期末残高 3,739,724 3,131,766
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 該当事項はありません。 

  

連結の範囲に関する事項 

連結子会社数 13社 

 平成23年４月１日付で国際コンテナターミナル株式会社と合併したことにより、ターミナル・エンジニアリン

グ株式会社を連結の範囲に含めております。 

 なお、前連結会計年度において連結子会社でありました北海宇徳株式会社は清算したため、連結の範囲から除

いております。 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用） 

 当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成12年12月４日）を適用しております。 

  

（共通支配下の取引）  

当社は、平成22年12月10日開催の取締役会決議に基づき、平成23年４月１日、国際コンテナターミナル株式会社を吸

収合併いたしました。 

１．対象となった企業の名称及びその事業の内容 

企業の名称  国際コンテナターミナル株式会社 

事業の内容  港湾運送事業 他 

２．企業結合日（効力発生日） 

平成23年４月１日 

３．企業結合の法的形式 

当社を存続会社とする吸収合併 

４．結合後企業の名称 

㈱宇徳 

５．その他取引の概要に関する事項 

港湾運送事業に加えてプラント工事、倉庫・物流、陸上輸送等、幅広い事業領域を持つ当社と、コンテナターミ

ナル関連事業に強みをもつ国際コンテナターミナル株式会社との合併により、事業内容的にも事業規模的にも充

実した総合港湾運送事業会社となり、充実した経営資源とより広範になるサービスメニューを有効活用して積極

的な事業展開を行い、港湾運送事業に加え、物流事業とプラント事業についても多方面の顧客に評価されるサー

ビス品質の向上を通じて飛躍、発展させ、企業価値の極大化を目指す観点から、同社を吸収合併いたしました。

６．会計処理の概要 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）に基づき、共通支配下の

取引として会計処理を行っております。 

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

（７）追加情報

（８）連結財務諸表に関する注記事項

（企業結合等に関する注記）
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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情報に基づき、事業活動のセグメント

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、港湾運送作業、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、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。なお、セグメント間の取引は、市場実勢価

格に基づいております。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

  

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）          （単位：千円） 

（注）１．セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

２．セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産3,679,699千円であります。  

   

（セグメント情報等）

a.セグメント情報

  報告セグメント
調整額 
（注）2 

連結財務諸表

計上額 
（注）1   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  15,146,398 12,070,119 8,683,509 287,455  36,187,483  － 36,187,483

セグメント間の内部営業収

入又は振替高  635,202 421,588 15,103 86,820  1,158,714  (1,158,714)  －

計  15,781,601 12,491,708 8,698,613 374,275  37,346,198  (1,158,714) 36,187,483

セグメント利益  1,038,738 114,875 204,685 27,915  1,386,214  － 1,386,214

セグメント資産  3,261,985  10,798,118  5,366,155  1,296,137  20,722,397  3,679,699  24,402,097

その他の項目                                    

減価償却費  114,693  547,735  280,343  77,104  1,019,877  －  1,019,877

受取利息   2,224  8,607  3,013  397  14,242  －  14,242

支払利息   17,673  17,033  14,868  4,050  53,626  －  53,626

持分法投資利益  －  12,894  －  －  12,894  －  12,894

持分法適用会社への投資額  －  343,239  －  －  343,239  －  343,239

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額  
 129,518  614,759  474,151  68,872  1,287,301  －  1,287,301
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当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日）          （単位：千円） 

（注）１．セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

２．セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産2,735,336千円であります。  
  

  

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 当連結会計年度において、「物流事業」及び「不動産・その他事業」セグメントについて、売却の意思決

定をした資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上し

ました。なお、当該減損損失の計上額は、それぞれ28,663千円及び205,167千円であります。 

  

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。  

  報告セグメント
調整額 
（注）2 

連結財務諸表

計上額 
（注）1   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  21,180,846 12,901,147 12,554,527 690,378  47,326,900  － 47,326,900

セグメント間の内部営業収

入又は振替高  788,200  2,051,870 53,520 161,739  3,055,331  (3,055,331)  －

計  21,969,047 14,953,017 12,608,048 852,117  50,382,231  (3,055,331) 47,326,900

セグメント利益  2,110,260 587,035 1,588,934 171,539  4,457,770  － 4,457,770

セグメント資産  7,090,148  9,757,377  8,065,804  2,336,564  27,249,894  2,735,336  29,985,231

その他の項目                                    

減価償却費  470,478  583,084  218,332  174,011  1,445,906  －  1,445,906

受取利息   659  7,245  1,045  8,945  17,895  －  17,895

支払利息   －  4,662  －  28,024  32,686  －  32,686

持分法投資利益又は持分法

投資損失（△） 
 －  △874  －  －  △874  －  △874

持分法適用会社への投資額  －  369,510  －  －  369,510  －  369,510

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額  
 2,547,442  144,567  873,961  111,312  3,677,283  －  3,677,283

b.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
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連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、リース取引、関連当事

者、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、資産除去債務、賃貸等不動産に関する注記事

項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。 

  

 （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

該当事項はありません。 

  

  

（開示の省略）

（１株当たり情報）

  
前連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額（円）  422.58  386.46

１株当たり当期純利益（円）  6.90  58.98

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載しておりませ

ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載しておりませ

ん。 

  
前連結会計年度

(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当期純利益（千円）  199,332  2,550,676

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  199,332  2,550,676

普通株式の期中平均株式数（株）  28,888,119  43,247,970

（重要な後発事象）
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