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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 22,898 △2.9 1,391 △38.9 1,499 △37.5 923 △34.7

24年3月期第2四半期 23,587 28.1 2,278 198.0 2,400 190.6 1,414 211.1

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 879百万円 （△35.7％） 24年3月期第2四半期 1,368百万円 （407.0％）

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2四半期 21.36 ―

24年3月期第2四半期 32.70 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 27,839 17,293 61.9
24年3月期 29,985 16,760 55.7

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  17,246百万円 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、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 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2Q 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2Q 200,372 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2Q 43,247,821 株 24年3月期2Q 43,248,014 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四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、欧州の債務問題の

長期化や中国をはじめとする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に伴う公共投資や民間設備投資の増加を背景とした回復の動

きはありますが、海外景気減速の影響を受けて輸出や生産が低迷しており景気の先行きは依然として不透明なまま

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）

  

①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、復興関連需要に加え企業の生産活動が回復基調で推移しておりま

したが、夏場以降、海外景気減速の影響により回復は緩やかなものとなりました。当社の取扱量については荷動きの

回復を受け、車輌の取扱量が回復し、またコンテナについても取扱量が堅調に推移した結果、前年同期に比べ増収増

益となりました。 

             

②物流事業 

  物流事業ついても、京浜港の貿易量の回復を背景に、輸出入貨物の取扱量は総じて堅調に推移しましたが、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一部延期となったこと等により低調に推移したことから、

前年同期に比べ営業収入は維持したものの、営業利益は大幅な減益となりました。 

     

③プラント事業 

  国内においては公共投資及び民間設備投資は堅調に推移しておりますが、当社の海外主要拠点であるシンガポール

の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。海外では小型案件ながら引き続き化学プラント工

事等を受注し、国内も一般工事や震災復興関連工事を含め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。 

        

④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減収減益となりました。 

   

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） 

 当第２四半期連結累計期間

（自 平成24年４月１日 

至 平成24年９月30日） 

増減額 増減率 

 港湾事業  
10,215 10,977  762 %7.5

909 1,048  139   %15.3

 物流事業  
6,151 6,061  △89 %△1.5

449 69  △380 %△84.5

 プラント事業 
6,870 5,553  △1,317 %△19.2

829 194  △634 %△76.5

 不動産・その他事業 
349 304  △44 %△12.8

90 78  △11    %  △13.1
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（２）連結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 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は278億３千９百万円となり、前連結会計年度末比21億４千５百万円

の減少となりました。主な要因は、関係会社貸付金が９億９千９百万円、受取手形及び営業未収入金が５億８百万円

減少したことによるものです。 

 負債は105億４千５百万円となり、前連結会計年度末比26億７千９百万円の減少となりました。主な要因は、未払

法人税等が11億３百万円、支払手形及び営業未払金が５億８千１百万円減少したことによるものです。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末から５億３千３百円増加し、172億９千３百万円となりました。主な要

因は、利益剰余金が５億７千７百万円増加したことによるものです。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 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。）の四半期末残高は、前連結会

計年度末から３億６千３百万円減少し、27億６千７百万円となりました。 

  
  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は１億５千８百万円（前年同期は６千９百万円の支出）となりました。主なプラス要

因は、税金等調整前四半期純利益15億７百万円、減価償却費６億７千７百万円及び営業債権の減少額５億８千４百万

円であり、主なマイナス要因は、営業債務の減少額６億３千万円、その他負債の減少額５億１千２百万円、法人税等

の支払額15億６百万円であります。 

   
  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は５億２千３百万円（前年同期は13億３千７百万円の支出）となりました。主な増加

要因は、有形固定資産の売却による収入１億９千５百万円、貸付金の回収による収入60億２千１百万円であり、主な

マイナス要因は、有形固定資産の取得による支出５億５千４百万円、貸付による支出50億８千５百万円であります。

  

（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７億７千万円（前年同期は６億６千１百万円の支出）となりました。主な要因は、

長期借入金の返済による支出２億７千６百万円、配当金の支払額３億４千４百万円であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 業績予想は現在入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因によって、予想数値と異なる

可能性があります。なお、現時点での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、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２四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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,131,766 2,767,805

受取手形及び営業未収入金 9,616,613 9,107,799

貯蔵品 51,291 55,825

繰延税金資産 460,208 327,592

その他 1,587,636 522,875

貸倒引当金 △2,408 △2,337

流動資産合計 14,845,108 12,779,561

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,168,104 4,963,659

機械装置及び運搬具（純額） 1,262,093 1,401,035

工具、器具及び備品（純額） 229,363 225,468

土地 2,336,209 2,336,689

リース資産（純額） 293,573 311,534

建設仮勘定 169,972 216,311

有形固定資産合計 9,459,315 9,454,697

無形固定資産   

その他 1,477,702 1,644,871

無形固定資産合計 1,477,702 1,644,871

投資その他の資産   

投資有価証券 2,015,524 1,823,000

繰延税金資産 848,254 858,804

その他 1,363,623 1,302,147

貸倒引当金 △24,296 △23,703

投資その他の資産合計 4,203,105 3,960,249

固定資産合計 15,140,123 15,059,818

資産合計 29,985,231 27,839,380

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 4,040,802 3,459,040

短期借入金 615,746 540,268

1年内返済予定の長期借入金 442,296 313,796

リース債務 128,143 137,525

未払法人税等 1,540,867 437,815

未払費用 341,863 247,138

賞与引当金 640,209 537,388

役員賞与引当金 102,754 30,750

その他 1,060,923 885,558

流動負債合計 8,913,607 6,589,280
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

固定負債   

長期借入金 620,198 472,050

リース債務 230,356 239,911

繰延税金負債 5,555 5,759

退職給付引当金 2,706,689 2,540,877

役員退職慰労引当金 142,775 142,759

関係会社整理損失引当金 7,550 8,854

資産除去債務 26,718 27,012

その他 571,540 518,948

固定負債合計 4,311,384 3,956,173

負債合計 13,224,992 10,545,454

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 14,692,761

自己株式 △30,257 △30,303

株主資本合計 16,570,772 17,148,417

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 505,337 376,203

為替換算調整勘定 △362,734 △278,323

その他の包括利益累計額合計 142,602 97,879

少数株主持分 46,863 47,628

純資産合計 16,760,239 17,293,925

負債純資産合計 29,985,231 27,839,380
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

営業収入 23,587,657 22,898,397

営業費用 18,062,847 18,271,007

営業総利益 5,524,809 4,627,390

販売費及び一般管理費 3,245,828 3,235,857

営業利益 2,278,981 1,391,532

営業外収益   

受取利息 8,241 12,241

受取配当金 29,274 31,168

持分法による投資利益 － 1,670

業務受託手数料 39,694 －

その他 73,366 75,431

営業外収益合計 150,577 120,510

営業外費用   

支払利息 19,313 9,593

持分法による投資損失 1,881 －

その他 7,659 3,149

営業外費用合計 28,854 12,743

経常利益 2,400,704 1,499,300

特別利益   

固定資産売却益 26,163 22,285

特別利益合計 26,163 22,285

特別損失   

固定資産除売却損 6,583 7,395

災害による損失 37,466 －

ゴルフ会員権評価損 4,706 4,400

その他 7,315 2,728

特別損失合計 56,071 14,524

税金等調整前四半期純利益 2,370,796 1,507,062

法人税、住民税及び事業税 874,462 397,911

法人税等調整額 82,160 185,476

法人税等合計 956,622 583,388

少数株主損益調整前四半期純利益 1,414,174 923,674

四半期純利益 1,414,174 923,674
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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23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,414,174 923,674

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △112,143 △129,133

為替換算調整勘定 62,094 78,476

持分法適用会社に対する持分相当額 4,744 6,700

その他の包括利益合計 △45,305 △43,957

四半期包括利益 1,368,869 879,716

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,370,399 878,951

少数株主に係る四半期包括利益 △1,530 765
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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23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 2,370,796 1,507,062

減価償却費 685,675 677,233

災害損失 37,466 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △55,648 △165,970

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △47,324 △16

賞与引当金の増減額（△は減少） 26,994 △102,821

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 16,150 △72,004

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,696 △664

受取利息及び受取配当金 △37,516 △43,409

支払利息 19,313 9,593

持分法による投資損益（△は益） 1,881 △1,670

固定資産除売却損益（△は益） △19,580 △14,890

匿名組合投資損益（△は益） △7,772 △6,698

ゴルフ会員権評価損 4,706 4,400

営業債権の増減額（△は増加） △1,622,112 584,617

営業債務の増減額（△は減少） 59,201 △630,720

未払消費税等の増減額（△は減少） 64,158 △13,202

その他の資産の増減額（△は増加） △54,037 92,873

その他の負債の増減額（△は減少） △1,213,177 △512,077

その他 △43,282 △1,361

小計 181,194 1,310,273

利息及び配当金の受取額 37,140 47,817

利息の支払額 △20,317 △9,995

法人税等の支払額 △267,901 △1,506,719

営業活動によるキャッシュ・フロー △69,883 △158,623

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 △1,296,519 △554,213

有形固定資産の売却による収入 26,941 195,315

貸付けによる支出 △94,304 △5,085,020

貸付金の回収による収入 19,707 6,021,670

その他の支出 △10,012 △68,479

その他の収入 16,836 14,046

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,337,351 523,318

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） △129,948 △79,891

長期借入金の返済による支出 △355,648 △276,648

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △62,006 △69,852

配当金の支払額 △113,442 △344,154

その他 △31 △46

財務活動によるキャッシュ・フロー △661,076 △770,593

現金及び現金同等物に係る換算差額 32,544 41,936

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,035,766 △363,961

現金及び現金同等物の期首残高 3,739,724 3,131,766

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四半期末残高 2,874,396 2,767,805
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該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 前第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売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  
（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

  

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24年４月１日 至平成24年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  
（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

   

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。 

  

（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

（６）セグメント情報等

  （単位：千円）

  報告セグメント

調整額（注） 
四半期連結

損益計算書 
計上額   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  10,215,787 6,151,284 6,870,743 349,840  23,587,657  － 23,587,657

セグメント間の内部営業収

入又は振替高  443,092 1,561,749 35,601 82,034  2,122,478  (2,122,478)  －

計  10,658,880 7,713,034 6,906,345 431,875  25,710,136  (2,122,478) 23,587,657

セグメント利益  932,450 474,558 893,856 99,839  2,400,704  － 2,400,704

  （単位：千円）

  報告セグメント

調整額（注） 
四半期連結

損益計算書 
計上額   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  10,977,973 6,061,968 5,553,495  304,959  22,898,397  － 22,898,397

セグメント間の内部営業収

入又は振替高  272,273 372,055 11,413  73,839  729,581  (729,581)  －

計  11,250,246 6,434,024 5,564,909 378,799  23,627,979  (729,581) 22,898,397

セグメント利益  1,101,312 86,694 231,188 80,105  1,499,300  － 1,499,300
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