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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 11,573 △1.3 861 △16.6 923 △14.0 588 △4.6

24年3月期第1四半期 11,720 22.8 1,033 142.4 1,074 126.6 616 126.7

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 720百万円 （2.7％） 24年3月期第1四半期 701百万円 （456.2％）

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 13.60 ―

24年3月期第1四半期 14.25 ―

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 28,936 17,140 59.1
24年3月期 29,985 16,760 55.7

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  17,089百万円 24年3月期  16,713百万円

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

24年3月期 ― ― ― 8.00 8.00
25年3月期 ―

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）

（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) 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



(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  
(注)詳細は、添付資料P.３「サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。 

(3) 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P.３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 (3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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
四半期財務諸表のレビュー手続き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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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）３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。 

※  注記事項

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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 43,448,099 株 24年3月期 43,448,099 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 200,255 株 24年3月期 200,180 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 43,247,863 株 24年3月期1Q 43,248,047 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

(当期の概況）  

 当第１四半期連結累計期間における世界経済は米国では緩やかな回復が継続しているものの、欧州の債務問題に 

よる金融不安や中国など新興国の経済成長の鈍化により景気回復の減速感が強まりました。 

 一方、わが国経済は、東日本大震災の復興関連需要などによる国内需要の改善により生産活動や設備投資の回復 

を背景として緩やかな回復基調にありますが、円高の長期化や原油価格の高騰、さらには電力不足への懸念などか 

ら景気の先行きは不透明なまま推移しました。 

 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、復興関連需要や企業の生産活動の回復が順調に進んだことか

ら、輸出は回復傾向にあり、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し、コンテナについても取扱量が緩やかな増加傾向で推移した結果、

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でしたが、海上輸送契

約は当連結会計期間に予定されていた大型案件が遅延したこと等により低調に推移し、前年同期に比べ営業収入は

維持しましたが、営業利益は減少致しました。 

                                              

    (C) プラント事業 

 国内において民間設備投資及び公共投資は回復の兆しが表れましたが、当社の海外主要拠点であるシンガポール

においては化学プラント工事が端境期にあり厳しい事業環境が続きました。シンガポールでは小型案件を含め化学

プラント工事の受注に努め、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ましたが、前年同

期に比べ減収減益となりました。 

  

  (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、賃貸事務所ビルテナントの一部が退去し新規テナントの誘致に努め

ましたが、オフィス需要が改善せず前年同期に比べ営業収入は減少となりました。営業利益は大規模な修繕が発生

しなかったことから増加しました。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

事業の種類別 

セグメントの状況 

前第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） 

 当第1四半期連結累計期間 

（自 平成24年４月１日 

至 平成24年６月30日） 

増減額 増減率 

 港湾事業  
5,125 5,575  450 %8.8

484 540  56 %11.7

 物流事業  
3,084 3,022  △62 %△2.0

210 49  △161 %△76.7

 プラント事業 
3,329 2,818  △511 %△15.4

313 230  △82 %△26.3

不動産・その他事業 
181 157  △23 %△13.1

24 40  16 %66.6
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（２）連結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 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、現金及び預金が増加した一方、受取手形及び営業未収入金の減

少、並びに短期貸付金の減少により、前連結会計年度末比10億４千９百万円減少し289億３千６百万円となりまし

た。 

 負債につきましては、短期借入金等有利子負債等が増加した一方、支払手形及び営業未払金の減少、並びに未払法

人税等の減少により、前連結会計年度末比14億２千９百万円減少し、117億９千５百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は、その他有価証券評価差額金が減少した一方、利益剰余金の増加に

より、前連結会計年度末比３億８千万円増加し171億４千万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成24年４月27日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績

予想に変更はありません。 

  

（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 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ

っております。 

繰延税金資産の回収可能性に関しては、前連結会計年度末の検討において使用した将来の業績予想やタック

ス・プランニングに、前連結会計年度末からの重要な一時差異の変動を加味したものを使用する方法によってお

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 

  （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）  

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 この変更に伴う、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影

響は軽微であります。   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,131,766 3,866,253

受取手形及び営業未収入金 9,616,613 8,911,797

貯蔵品 51,291 56,562

繰延税金資産 460,208 448,083

その他 1,587,636 679,801

貸倒引当金 △2,408 △3,035

流動資産合計 14,845,108 13,959,461

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,168,104 5,068,382

機械装置及び運搬具（純額） 1,262,093 1,234,411

工具、器具及び備品（純額） 229,363 236,365

土地 2,336,209 2,338,849

リース資産（純額） 293,573 293,650

建設仮勘定 169,972 188,717

有形固定資産合計 9,459,315 9,360,377

無形固定資産   

その他 1,477,702 1,473,782

無形固定資産合計 1,477,702 1,473,782

投資その他の資産   

投資有価証券 2,015,524 1,871,067

繰延税金資産 848,254 833,615

その他 1,363,623 1,461,205

貸倒引当金 △24,296 △23,337

投資その他の資産合計 4,203,105 4,142,551

固定資産合計 15,140,123 14,976,711

資産合計 29,985,231 28,936,172
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 4,040,802 3,269,631

短期借入金 615,746 1,232,632

1年内返済予定の長期借入金 442,296 358,296

リース債務 128,143 131,631

未払法人税等 1,540,867 368,701

未払消費税等 － 21,921

未払費用 341,863 300,168

賞与引当金 640,209 261,502

役員賞与引当金 102,754 15,375

その他 1,060,923 1,750,723

流動負債合計 8,913,607 7,710,583

固定負債   

長期借入金 620,198 556,448

リース債務 230,356 228,009

繰延税金負債 5,555 6,077

退職給付引当金 2,706,689 2,578,764

役員退職慰労引当金 142,775 129,020

関係会社整理損失引当金 7,550 11,662

資産除去債務 26,718 26,865

その他 571,540 548,220

固定負債合計 4,311,384 4,085,068

負債合計 13,224,992 11,795,652

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,155,300 2,155,300

資本剰余金 330,659 330,659

利益剰余金 14,115,070 14,357,237

自己株式 △30,257 △30,277

株主資本合計 16,570,772 16,812,919

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 505,337 409,695

為替換算調整勘定 △362,734 △133,166

その他の包括利益累計額合計 142,602 276,529

少数株主持分 46,863 51,071

純資産合計 16,760,239 17,140,520

負債純資産合計 29,985,231 28,936,172
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

営業収入 11,720,685 11,573,513

営業費用 9,072,287 9,056,074

営業総利益 2,648,398 2,517,438

販売費及び一般管理費 1,615,288 1,655,561

営業利益 1,033,109 861,877

営業外収益   

受取利息 2,139 3,515

受取配当金 28,188 30,896

持分法による投資利益 － 1,822

その他 24,321 31,772

営業外収益合計 54,649 68,006

営業外費用   

支払利息 9,356 5,087

持分法による投資損失 1,719 －

その他 2,304 1,155

営業外費用合計 13,379 6,242

経常利益 1,074,378 923,640

特別利益   

固定資産売却益 505 1,150

特別利益合計 505 1,150

特別損失   

固定資産除売却損 4,517 1,547

災害による損失 16,094 －

その他 12,951 5,912

特別損失合計 33,563 7,459

税金等調整前四半期純利益 1,041,320 917,331

法人税、住民税及び事業税 422,750 253,591

法人税等調整額 2,165 75,589

法人税等合計 424,916 329,180

少数株主損益調整前四半期純利益 616,403 588,150

四半期純利益 616,403 588,150
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（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：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 616,403 588,150

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △14,315 △95,641

為替換算調整勘定 88,620 213,120

持分法適用会社に対する持分相当額 10,604 14,899

その他の包括利益合計 84,908 132,378

四半期包括利益 701,312 720,528

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 700,355 716,320

少数株主に係る四半期包括利益 956 4,208
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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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