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(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

※  25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 ： 無 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の業績（平成24年４月１日～平成24年６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 ％

25年３月期第１四半期 1,182 0.4 10 △69.1 25 △47.5 18 △61.2

24年３月期第１四半期 1,178 △0.6 33 ― 49 ― 48 ―

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

25年３月期第１四半期 1 26 ―

24年３月期第１四半期 3 25 ―

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第１四半期 5,472 2,930 53.5

24年３月期 5,613 3,000 53.5

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 2,930百万円 24年３月期 3,000百万円

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

24年３月期 ― ― ― 2 00 2 00

25年３月期 ―

25年３月期(予想) ― ― ― ―

３．平成25年３月期の業績予想（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) 2,300 0.7 20 202.3 25 22.1 20 △17.6 1 33

通期 4,700 △1.0 60 12.1 80 △1.7 70 △38.1 4 66

soum
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(注) 当第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分するこ

とが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料３ページ「会計方針の変更・会計上の見積りの変

更・修正再表示」をご覧下さい。 

  

 
  

・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)２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25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。 

※ 注記事項

（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 ： 有

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 有

 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) 25年３月期１Ｑ 15,400,000株 24年３月期 15,400,000株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 377,900株 24年３月期 377,309株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 15,022,998株 24年３月期１Ｑ 15,024,376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１四半期累計期間のわが国経済は、復興需要などの内需の主導により緩やかに回復してきたもの

の、欧州債務危機の影響による円高圧力のほか、中国経済の減速や電力供給不安などの懸念から、景気

の先行きは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1四半期累計期間の売上高は11億８千２百万円となり、前年同期に比べ

４百万円、0.4％の増収となりました。 

一方、売上原価につきましては、減価償却費や動力費が減少したものの、荷役関係諸払費が増加した

ことから、10億６千９百万円となり、前年同期に比べ３千１百万円、3.0％の増加となりました。ま

た、販売費及び一般管理費については、１億２百万円となり、前年同期に比べ３百万円、3.4％の減少

となりました。 

この結果、当第１四半期累計期間の営業利益は１千万円となり、前年同期に比べ２千２百万円、

69.1％の減益となりました。経常利益は、受取配当金の収受などにより２千５百万円となり、前年同期

に比べ２千３百万円、47.5％の減益となりました。 

四半期純利益につきましては、１千８百万円となり、前年同期に比べ２千９百万円、61.2％の減益と

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。 

クレーンで取り扱う港湾貨物は、前年同期に比べ主に石炭とイルメナイトの荷役数量が増加しまし

た。これにより、荷役業務のほか、関連する海上運送業務につきましても取扱数量が増加しました。

以上により、ばら貨物セグメントの売上高は６億３百万円となり、前年同期に比べ１億円、19.9％

の増収となりました。 

石油類は、取扱数量は減少したものの、新規契約タンクの稼働などにより増収となりました。一

方、化学品類につきましては、取扱数量が減少したことから減収となりました。 

以上により、液体貨物セグメントの売上高は３億２千４百万円となり、前年同期に比べ２千４百万

円、8.3％の増収となりました。 

危険物倉庫は、ほぼ前年同期並みの売上高となりました。低温倉庫は荷役業務で減収となりまし

た。冷蔵倉庫は取扱数量の減少により減収となりました。食材加工施設は保管料収入の増加により増

収となりました。 

以上により、物流倉庫セグメントの売上高は２億５千５百万円となりました。前年同期に比べる

と、昨年の７月に事業から撤退した第２低温倉庫の収入減が大きく影響し、１億２千万円、32.0％の

減収となりました。 

  

当第１四半期会計期間末の総資産は54億７千２百万円となり、前事業年度末に比べて１億４千１百万

円減少しました。これは現金及び預金が増加するなどしたものの、売掛金の回収が進み残高が減少した

ことや、投資有価証券が時価の下落により減少するなどしたことが主な理由であります。 

負債合計につきましては、長期借入金等の有利子負債や買掛金が減少するなどしたことから、前事業

年度末に比べて７千万円減少し、25億４千２百万円となりました。 

純資産合計につきましては、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７

千万円減少し、29億３千万円となりました。 

  

平成25年３月期の第２四半期累計期間と通期の業績予想につきましては、平成24年５月15日に公表し

た数値に変更はございません。 

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

（ばら貨物セグメント）

（液体貨物セグメント）

（物流倉庫セグメント）

（２）財政状態に関する定性的情報

資産、負債及び純資産の状況

（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。 

  

法人税法の改正に伴い、当第1四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産

については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益はそれぞれ757千円増加しております。 

  

２．サマリー情報(注記事項)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

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
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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24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 717,480 804,276

受取手形及び売掛金 533,531 403,038

有価証券 25,020 25,013

貯蔵品 18,025 15,152

その他 67,768 34,265

貸倒引当金 △9,773 △6,927

流動資産合計 1,352,052 1,274,819

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,463,103 1,423,617

構築物（純額） 398,497 430,698

機械及び装置（純額） 498,902 502,681

その他（純額） 76,204 83,860

有形固定資産合計 2,436,707 2,440,858

無形固定資産 192,922 191,511

投資その他の資産   

投資有価証券 1,257,183 1,185,719

その他 374,862 379,799

投資その他の資産合計 1,632,046 1,565,518

固定資産合計 4,261,676 4,197,888

資産合計 5,613,728 5,472,708

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 395,112 325,931

1年内返済予定の長期借入金 388,260 378,270

未払法人税等 2,916 4,675

賞与引当金 30,064 49,688

その他 342,115 455,057

流動負債合計 1,158,467 1,213,622

固定負債   

社債 30,000 30,000

長期借入金 973,300 875,740

退職給付引当金 2,724 15,951

役員退職慰労引当金 83,274 87,645

環境対策引当金 68,591 67,733

資産除去債務 23,639 23,734

その他 273,181 227,800

固定負債合計 1,454,711 1,328,604

負債合計 2,613,178 2,542,226
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６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 1,650,319 1,639,197

自己株式 △53,673 △53,723

株主資本合計 2,731,807 2,720,635

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 268,742 209,846

評価・換算差額等合計 268,742 209,846

純資産合計 3,000,550 2,930,482

負債純資産合計 5,613,728 5,472,708
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 1,178,117 1,182,807

売上原価 1,038,623 1,069,906

売上総利益 139,494 112,900

販売費及び一般管理費 106,302 102,645

営業利益 33,192 10,255

営業外収益   

受取利息 795 718

受取配当金 17,207 15,291

その他 5,175 5,829

営業外収益合計 23,178 21,839

営業外費用   

支払利息 7,103 6,246

その他 95 26

営業外費用合計 7,199 6,273

経常利益 49,171 25,822

特別損失   

固定資産除却損 － 2,480

特別損失合計 － 2,480

税引前四半期純利益 49,171 23,342

法人税、住民税及び事業税 882 4,518

法人税等調整額 △503 △100

法人税等合計 378 4,418

四半期純利益 48,793 18,923
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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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