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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 45,486 △3.9 2,544 △40.0 2,810 △37.0 1,735 △32.0

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

（注）包括利益 25年3月期 2,293百万円 （△7.1％） 24年3月期 2,469百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

25年3月期 40.12 ― 9.8 9.5 5.6
24年3月期 58.98 ― 17.6 16.4 9.0

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  5百万円 24年3月期  △0百万円

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

25年3月期 29,450 18,707 63.3 431.32
24年3月期 29,985 16,760 55.7 386.46

（参考） 自己資本   25年3月期  18,653百万円 24年3月期  16,713百万円

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

25年3月期 1,073 △615 △998 2,807
24年3月期 2,736 △1,886 △2,577 3,131

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 ％ ％

24年3月期 ― ― ― 8.00 8.00 345 13.6 2.0
25年3月期 ― ― ― 7.00 7.00 302 17.4 1.7

26年3月期(予想) ― ― ― 7.00 7.00 ―

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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) 22,000 △3.9 1,300 △6.6 1,350 △10.0 1,300 40.7 30.06
通期 45,000 △1.1 2,900 14.0 3,000 6.7 2,350 35.4 54.34



※  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Ｐ．14「３．連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」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  ： 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 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 200,372 株 24年3月期 200,180 株

③ 期中平均株式数 25年3月期 43,247,778 株 24年3月期 43,247,970 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 32,933 △7.6 2,059 △38.4 2,237 △40.5 1,437 △33.0

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

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

25年3月期 33.23 ―

24年3月期 49.59 ―

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

25年3月期 22,893 14,125 61.7 326.63
24年3月期 24,039 12,950 53.9 299.44

（参考） 自己資本 25年3月期  14,125百万円 24年3月期  12,950百万円

※ 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 
 （将来に関する記述等についてのご注意） 
 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Ｐ.２「１．経営成績・財政状態に関する分析（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、米国経済に回復傾向にありましたが、中国をはじめとした新興国の成長に

陰りが見え始めたほか、欧州債務問題の長期化により世界経済全体は総じて停滞傾向で推移しました。わが国経済

は、東日本大震災の復興需要を背景とした緩やかな回復傾向に加え、昨年末の政権交代後の円高の是正や株価の回

復が進み景気回復の兆しも見え始めましたが、それまでの長引く経済低迷や近隣諸国との関係悪化もあり景気の先

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                                （単位：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、横浜港の輸出は海外景気減速の影響により夏以降低調に推移し

ましたが、東京港の輸入は全体を通して堅調に推移しました。当社の取扱量については横浜港での建設機械の取扱

いが減少しましたが、車輌やコンテナの取扱いが堅調に推移した結果、前年同期に比べ増収減益となりました。 

  

  (B) 物流事業 

 物流事業については輸入貨物の取扱いは堅調でしたが、世界経済の影響もあり輸出の取扱は低調に推移しまし

た。また、当連結会計年度に見込んでいた国内外のプロジェクト案件も低調に推移したため、前年同期に比べ減収

減益となりました。 

                                                  

    (C) プラント事業 

 国内においては公共投資が低調に推移する一方で民間設備投資の需要は堅調でしたが、競争が緩和するまでに至

りませんでした。また海外主要拠点のシンガポールにおいても設備投資が縮小傾向のなか、中型案件を中心に営業

活動を行いましたが厳しい事業環境が続きました。国内外で一般工事や震災復興関連工事など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であるなか、賃貸事務所ビルの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、入居率が改善せず前年同期に比べ減収減益となりました。 

  

１．経営成績・財政状態に関する分析

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23年４月 １日 （自 平成24年４月 １日 

至 平成24年３月31日） 至 平成25年３月31日） 

港湾事業 
 

 

21,180

1,999

 

 

21,497

1,875

 

 

316

△123

％ 

％ 

1.5

△6.2

物流事業 
 

 

12,901

570

 

 

11,864

126

 

 

△1,037

△444

％ 

％ 

△8.0

△77.8

プラント事業 
 

 

12,554

1,497

 

 

11,553

471

 

 

△1,000

△1,025

％ 

％ 

△8.0

△68.5

不動産・その他事業 
 

 

690

174

 

 

570

70

 

 

△119

△104

％ 

％ 

△17.3

△59.7
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(次期の見通し） 

 次期の世界経済は米国経済の回復が進み、中国等の新興国も緩やかながら成長の継続が見込まれますが、欧州債

務問題の長期化により不透明な状況が続くものと予想されます。わが国経済は経済対策や金融緩和政策による円高

の是正、株価の回復を背景に生産活動等が活性化し、輸出や設備投資の増加が期待されます。 

 このような状況下、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み、営業収入450億円、経常利益

30億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、京浜港での荷動きについてはコンテナや輸入貨物の取扱は前年度同様堅調に推移し、さら

に円安進行による輸出貨物の取扱量が増加すると見込み、営業収入は216億円と予想します。 

 物流事業については、引き続き世界経済の先行きが不透明で、厳しい事業環境が続くことが予想されますが、円

安による企業の生産活動の活性化に伴い、輸出が緩やかに回復することが見込まれます。当社においては更なる営

業活動の強化に取り組み、営業収入は127億円と予想します。 

 プラント事業については、国内工事、海外工事ともに依然厳しい事業環境が続くことが予想されますが、国内外

において幅広い分野での営業展開に努め営業収入は102億円と予想します。 

 不動産その他事業については、首都圏におけるオフィス需要の改善が遅れていますが、新規テナントの誘致に努

め５億円と予想します。 
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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294億５千万円となり、前年度末比５億３千５百万円減少となりました。主な

要因は、関係会社貸付金が８億１千３百万円減少したことによるものです。 

 負債は107億４千２百万円となり、前年度末比24億８千２百万円の減少となりました。主な要因は、未払法人税等

が14億８百万円及び長期借入金等有利子負債が５億２百万円減少したことによるものです。 

 純資産につきましては、前年度末比19億４千７百万円増加し、187億７百万円となりました。主な要因は、利益剰

余金が13億８千９百万円及び為替換算調整勘定が４億６千４百万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28億７百万円となり、前年度

末に比べ３億２千４百万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10億７千３百万円（前年度は27億３千６百万円の収入）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27億９千５百万円及び減価償却費14億１千８百万円であり、主なマイナス要因は営業

債務の減少額３億３千８百万円、その他負債の減少額３億７千９百万円及び法人税等の支払額23億５千５百万円であ

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６億１千５百万円（前年度は18億８千６百万円の支出）となりました。主なプラス

要因は貸付金の回収による収入130億６千１百万円であり、主なマイナス要因は有形固定資産の取得による支出15億

７千２百万円及び貸付けによる支出123億４百万円であります。 

  

（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９億９千８百万円（前年度は25億７千７百万円の支出）となりました。主なマイナ

ス要因は長期借入金の返済額４億４千２百万円及び配当金の支払額３億４千４百万円であります。 

  

（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23年3月期 平成24年3月期 平成25年3月期 

自己資本比率（％）  50.0  55.7  63.3

時価ベースの自己資本比率（％）  27.3  41.1  46.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  1.1  0.6  1.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  69.9  81.3  62.8
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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、株主に対し配当を通じ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します。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25年３月期）の配当は平成25年４月30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７円を予定しています。 次期については１株あたり７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。 

 なお、文中における将来に関する事項は当期末（平成25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24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,131,766 2,807,131

受取手形及び営業未収入金 9,616,613 9,720,618

貯蔵品 51,291 49,943

繰延税金資産 460,208 383,954

その他 1,587,636 933,192

貸倒引当金 △2,408 △3,236

流動資産合計 14,845,108 13,891,604

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 19,117,033 19,406,946

減価償却累計額 △13,948,929 △14,569,367

建物及び構築物（純額） 5,168,104 4,837,579

機械装置及び運搬具 8,947,983 8,756,343

減価償却累計額 △7,685,889 △7,203,132

機械装置及び運搬具（純額） 1,262,093 1,553,210

工具、器具及び備品 1,184,013 1,278,393

減価償却累計額 △954,650 △1,031,411

工具、器具及び備品（純額） 229,363 246,981

土地 2,336,209 2,508,649

リース資産 566,586 719,216

減価償却累計額 △273,013 △391,678

リース資産（純額） 293,573 327,537

建設仮勘定 169,972 202,151

有形固定資産合計 9,459,315 9,676,109

無形固定資産   

借地権 1,324,017 1,497,536

その他 153,684 223,778

無形固定資産合計 1,477,702 1,721,314

投資その他の資産   

投資有価証券 2,015,524 2,029,535

繰延税金資産 848,254 751,752

その他 1,363,623 1,403,296

貸倒引当金 △24,296 △23,449

投資その他の資産合計 4,203,105 4,161,133

固定資産合計 15,140,123 15,558,557

資産合計 29,985,231 29,450,162
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 4,040,802 3,881,065

短期借入金 615,746 555,386

1年内返済予定の長期借入金 442,296 196,248

リース債務 128,143 138,065

未払法人税等 1,540,867 132,501

未払費用 341,863 342,109

賞与引当金 640,209 700,630

役員賞与引当金 102,754 69,100

その他 1,060,923 903,112

流動負債合計 8,913,607 6,918,218

固定負債   

長期借入金 620,198 423,950

リース債務 230,356 256,627

繰延税金負債 5,555 5,397

退職給付引当金 2,706,689 2,560,258

役員退職慰労引当金 142,775 170,236

関係会社整理損失引当金 7,550 －

資産除去債務 26,718 27,306

その他 571,540 380,510

固定負債合計 4,311,384 3,824,287

負債合計 13,224,992 10,742,506

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 15,504,342

自己株式 △30,257 △30,303

株主資本合計 16,570,772 17,959,997

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 505,337 592,375

為替換算調整勘定 △362,734 101,341

その他の包括利益累計額合計 142,602 693,716

少数株主持分 46,863 53,941

純資産合計 16,760,239 18,707,655

負債純資産合計 29,985,231 29,450,162
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業収入 47,326,900 45,486,494

営業費用 36,543,653 36,373,598

営業総利益 10,783,246 9,112,895

販売費及び一般管理費 6,541,511 6,568,633

営業利益 4,241,735 2,544,262

営業外収益   

受取利息 17,895 24,510

受取配当金 48,810 48,664

持分法による投資利益 － 5,767

匿名組合投資利益 28,176 66,476

業務受託手数料 39,694 －

受取賃貸料 30,477 40,854

助成金収入 20,029 18,804

その他 69,290 83,222

営業外収益合計 254,375 288,299

営業外費用   

支払利息 32,686 16,635

持分法による投資損失 874 －

その他 4,779 5,581

営業外費用合計 38,339 22,217

経常利益 4,457,770 2,810,344

特別利益   

固定資産売却益 60,104 24,458

関係会社清算益 70,948 －

受取補償金 95,760 －

特別利益合計 226,812 24,458

特別損失   

固定資産除売却損 40,193 26,298

投資有価証券評価損 24,798 －

関係会社清算損 － 2,235

ゴルフ会員権評価損 14,958 6,880

ゴルフ会員権売却損 3,047 3,879

災害による損失 99,557 －

その他 9,878 －

特別損失合計 192,434 39,295

税金等調整前当期純利益 4,492,148 2,795,507

法人税、住民税及び事業税 1,825,635 915,688

法人税等調整額 115,837 144,563

法人税等合計 1,941,472 1,060,252

少数株主損益調整前当期純利益 2,550,676 1,735,254

当期純利益 2,550,676 1,735,254
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 2,550,676 1,735,254

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 33,775 87,038

為替換算調整勘定 △115,341 427,663

持分法適用会社に対する持分相当額 280 43,489

その他の包括利益合計 △81,286 558,191

包括利益 2,469,389 2,293,445

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 2,474,171 2,286,368

少数株主に係る包括利益 △4,782 7,077
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,455,300 2,155,300

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 2,155,300 2,155,300

資本剰余金   

当期首残高 330,693 330,659

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 330,659 330,659

利益剰余金   

当期首残高 10,271,196 14,115,070

当期変動額   

剰余金の配当 △114,752 △345,983

当期純利益 2,550,676 1,735,254

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 3,843,874 1,389,271

当期末残高 14,115,070 15,504,342

自己株式   

当期首残高 △33,681 △30,257

当期変動額   

自己株式の取得 △30,161 △46

自己株式の処分 33,586 －

当期変動額合計 3,424 △46

当期末残高 △30,257 △30,303

株主資本合計   

当期首残高 12,023,508 16,570,772

当期変動額   

剰余金の配当 △114,752 △345,983

当期純利益 2,550,676 1,735,254

自己株式の取得 △30,161 △46

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 4,547,264 1,389,224

当期末残高 16,570,772 17,959,997
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（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 436,598 505,337

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 68,738 87,038

当期変動額合計 68,738 87,038

当期末残高 505,337 592,375

為替換算調整勘定   

当期首残高 △252,454 △362,734

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △110,279 464,075

当期変動額合計 △110,279 464,075

当期末残高 △362,734 101,341

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 184,143 142,602

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △41,540 551,113

当期変動額合計 △41,540 551,113

当期末残高 142,602 693,716

少数株主持分   

当期首残高 51,645 46,863

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,782 7,077

当期変動額合計 △4,782 7,077

当期末残高 46,863 53,941

純資産合計   

当期首残高 12,259,297 16,760,239

当期変動額   

剰余金の配当 △114,752 △345,983

当期純利益 2,550,676 1,735,254

自己株式の取得 △30,161 △46

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） △46,322 558,191

当期変動額合計 4,500,941 1,947,416

当期末残高 16,760,239 18,707,655
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 4,492,148 2,795,507

減価償却費 1,445,906 1,418,255

災害損失 99,557 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18,297 △147,892

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △24,815 27,461

賞与引当金の増減額（△は減少） 103,543 60,420

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 78,454 △33,654

貸倒引当金の増減額（△は減少） △40,877 △18

匿名組合投資損益（△は益） △28,176 △66,476

ゴルフ会員権評価損 14,958 6,880

ゴルフ会員権売却損益（△は益） 3,047 3,879

受取利息及び受取配当金 △66,706 △73,175

支払利息 32,686 16,635

固定資産除売却損益（△は益） △19,911 1,840

投資有価証券評価損益（△は益） 24,798 －

持分法による投資損益（△は益） 874 △5,767

営業債権の増減額（△は増加） △1,860,494 197,064

営業債務の増減額（△は減少） 382,804 △338,547

未払又は未収消費税等の増減額 55,898 △75,166

その他の資産の増減額（△は増加） △59,652 △21,680

その他の負債の増減額（△は減少） △1,105,629 △379,813

その他 △229,095 △16,885

小計 3,281,022 3,368,869

利息及び配当金の受取額 66,607 77,297

利息の支払額 △33,629 △17,100

法人税等の支払額 △577,269 △2,355,341

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,736,729 1,073,725

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 △1,531,571 △1,572,198

有形固定資産の売却による収入 668,809 267,048

子会社の清算による収入 80,948 －

貸付けによる支出 △2,227,079 △12,304,552

貸付金の回収による収入 1,133,535 13,061,051

匿名組合出資金の払戻による収入 － 78,539

その他の支出 △35,328 △196,142

その他の収入 24,282 50,495

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,886,404 △615,758

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） △1,629,992 △64,773

長期借入金の返済による支出 △701,296 △442,296

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △132,336 △146,467

配当金の支払額 △113,797 △344,480

その他 △31 △46

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,577,454 △998,063

現金及び現金同等物に係る換算差額 △51,267 215,460

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,778,396 △324,635

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期末残高 3,131,766 2,807,131
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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 11社 

 宇徳不動産㈱については平成24年４月１日付で㈱宇徳ビジネスサポートと合併したため、連結の範囲から除い

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UTOC ENGINEERING (MALAYSIA) SDN.BHD.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、当連結会計年度より、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。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。 

（５）連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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）

（会計方針の変更）
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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。  

  

（セグメント情報等）

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  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
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当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25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2,507,051千円であります。 

  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  21,497,754  11,864,100  11,553,706  570,932  45,486,494  －  45,486,494

セグメント間の内部営業収

入又は振替高 
 546,894  691,375  60,800  136,279  1,435,349  (1,435,349)  －

計  22,044,649  12,555,475  11,614,506  707,211  46,921,843  (1,435,349)  45,486,494

セグメント利益  1,984,661  179,819  558,141  87,722  2,810,344  －  2,810,344

セグメント資産  6,623,098  9,406,091  8,536,867  2,377,053  26,943,110  2,507,051  29,450,162

その他の項目                                    

減価償却費  509,606  597,225  193,277  118,146  1,418,255  －  1,418,255

受取利息   6,952  9,876  6,839  842  24,510  －  24,510

支払利息   5,868  7,240  2,708  817  16,635  －  16,635

持分法投資利益又は持分法

投資損失（△） 
 －  5,767  －  －  5,767  －  5,767

持分法適用会社への投資額  －  354,570  －  －  354,570  －  354,570

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額  
 1,071,092  217,353  516,532  156,336  1,961,314  －  1,961,314
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 （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。  

（１株当たり情報）

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

１株当たり純資産額（円）  386.46  431.32

１株当たり当期純利益（円）  58.98  40.12

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23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

当期純利益（千円）  2,550,676  1,735,254

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）  2,550,676  1,735,254

普通株式の期中平均株式数（株）  43,247,970  43,247,778

（重要な後発事象）
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