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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第２四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年9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 ％

26年３月期第２四半期 2,239 △4.5 34 △8.2 56 3.0 36 0.9

25年３月期第２四半期 2,344 2.7 37 462.9 55 170.0 35 48.0

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

26年３月期第２四半期 2 41 ―

25年３月期第２四半期 2 39 ―

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第２四半期 5,787 3,392 58.6

25年３月期 5,763 3,267 56.7

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 3,392百万円 25年３月期 3,267百万円

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

25年３月期 ― ― ― 2 00 2 00

26年３月期 ― ―

26年３月期(予想) ― ― ―

３．平成26年３月期の業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

(％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
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 4,600 △2.6 50 △59.7 70 △56.0 60 △30.2 3 99

soum
FASF会員マーク



  

 

 

 
  

・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。 

2.平成26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 ： 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

（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) 26年３月期２Ｑ 15,400,000株 25年３月期 15,400,000株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 378,980株 25年３月期 378,440株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 15,021,174株 25年３月期２Ｑ 15,022,536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２四半期累計期間のわが国経済は、政府による経済対策を背景とした円高の是正や株価の上昇によ

り、国内景気は緩やかに回復しているものの、海外における景気の下振れ懸念は継続しており、依然とし

て先行きが不透明な状況で推移いたしました。 

このような情勢のもと、当第２四半期累計期間の売上高は、22億３千９百万円となり、前年同期に比べ

１億５百万円、4.5％の減収となりました。 

一方、売上原価は、荷役関係諸払費や設備修理費などの減少により、20億１千７百万円となり、前年同

期に比べ９千３百万円、4.4％の減少となりました。販売費及び一般管理費についても、人件費の減少な

どにより、１億８千７百万円となり、前年同期に比べ８百万円、4.4％の減少となりました。 

この結果、当第２四半期累計期間の営業利益は３千４百万円となり、前年同期に比べ３百万円、8.2％

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５千６百万円となり、前年同期に比べ１

百万円、3.0％の増益となりました。 

四半期純利益につきましては、３千６百万円となり、ほぼ前年同期並みとなりました。 

セグメント別の営業の概況は、次のとおりです。 

一般用塩やソーダ灰で荷役数量が増加したものの、主に石炭とイルメナイトの荷役数量が減少したこ

とから、総荷役数量は138万トンと前年同期に比べ35.1％の減少となりました。これにより、関連する

海上運送業務につきましても取扱数量が減少しました。 

以上により、ばら貨物セグメントの売上高は10億４千７百万円となり、前年同期に比べ１億４千３百

万円、12.0％の減収となりました。 

石油類は、白油の取扱数量が減少したものの、工業原料油の保管数量が増加したことなどから僅かに

増収となりました。一方、化学品類につきましては、総取扱数量が減少したことにより、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６億２千７百万円となり、前年同期に比べ２百万円、

0.5％の減収となりました。 

危険物倉庫は、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増収となりました。冷蔵

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

した。 

以上により、物流倉庫セグメントの売上高は５億５千７百万円となり、前年同期に比べ３千５百万

円、6.7％の増収となりました。 

太陽光発電による売電事業は、予定通り７月から順調に稼働しており、売上高は６百万円となりまし

た。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（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）

（その他のセグメント）
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当第２四半期会計期間末の総資産は57億８千７百万円となり、前事業年度末に比べて２千３百万円増

加しました。これは現金及び預金が減少したものの、投資有価証券が株式の時価の上昇により増加する

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、長期借入金が減少するなどしたことから、前事業年度末に比べて１億円減

少し、23億９千４百万円となりました。 

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増加などにより前事業年度末に比べて１億２

千４百万円増加し、33億９千２百万円となりました。 

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは１億３千４百万円

の資金増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローでは１億２千６百万円の資金減少となり

ました。財務活動によるキャッシュ・フローでは２億９百万円の資金減少となりました。これらの結

果、当第２四半期会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は４億２千１百万円とな

り、前事業年度末に比べて２億円減少しました。 

営業活動によるキャッシュ・フローでは、１億３千４百万円の資金増加（前年同期は２億１千３百

万円の資金増加）となりました。前事業年度末に未払であった修理維持費の支払等によりその他の営

業活動による資金の減少が７千８百万円となるなどしたものの、税引前四半期純利益が５千万円、減

価償却費が１億９千３百万円となるなどしたことが主な理由であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローでは有形固定資産の取得による支出を１億３千万円行ったこと

などから１億２千６百万円の資金減少(前年同期は６千７百万円の資金減少)となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローでは短期借入金が４千万円増加したものの、長期借入金の返済

による支出が２億３千３百万円、配当金の支払額が２千９百万円あるなどしたことにより２億９百万

円の資金減少(前年同期は２億３千６百万円の資金減少)となりました。 

  

平成26年３月期の通期業績予想につきましては、平成25年５月15日に公表した予想値に変更はござい

ません。 

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況

（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）

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

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
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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25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 622,626 421,748

受取手形及び売掛金 382,328 387,209

有価証券 30,071 40,072

貯蔵品 15,246 24,429

その他 86,102 65,733

貸倒引当金 △7,038 △6,911

流動資産合計 1,129,336 932,281

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,337,024 1,257,448

構築物（純額） 409,145 392,719

機械及び装置（純額） 595,807 539,172

その他（純額） 117,907 289,054

有形固定資産合計 2,459,885 2,478,394

無形固定資産 186,698 184,022

投資その他の資産   

投資有価証券 1,594,326 1,798,440

その他 393,191 394,148

投資その他の資産合計 1,987,518 2,192,589

固定資産合計 4,634,103 4,855,006

資産合計 5,763,439 5,787,287

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 198,074 193,021

短期借入金 10,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 402,410 325,510

未払法人税等 12,725 4,596

賞与引当金 39,401 35,636

その他 444,518 218,315

流動負債合計 1,107,129 827,079

固定負債   

社債 10,000 －

長期借入金 808,400 652,200

退職給付引当金 96 107

役員退職慰労引当金 88,794 85,554

環境対策引当金 60,635 58,242

資産除去債務 12,919 13,055

その他 407,723 758,511

固定負債合計 1,388,568 1,567,670

負債合計 2,495,698 2,394,749
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９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 1,706,746 1,712,956

自己株式 △53,768 △53,845

株主資本合計 2,788,139 2,794,271

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 479,602 598,266

評価・換算差額等合計 479,602 598,266

純資産合計 3,267,741 3,392,538

負債純資産合計 5,763,439 5,787,287
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（２）四半期損益計算書 
 第２四半期累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 2,344,507 2,239,376

売上原価 2,111,480 2,017,911

売上総利益 233,027 221,465

販売費及び一般管理費 195,791 187,267

営業利益 37,235 34,197

営業外収益   

受取利息 905 949

受取配当金 16,628 19,709

受取家賃 4,199 3,960

その他 8,535 8,549

営業外収益合計 30,268 33,168

営業外費用   

支払利息 12,154 10,429

その他 61 16

営業外費用合計 12,216 10,446

経常利益 55,288 56,919

特別利益   

保険解約返戻金 1,954 －

特別利益合計 1,954 －

特別損失   

固定資産除却損 3,649 6,232

減損損失 14,070 －

特別損失合計 17,719 6,232

税引前四半期純利益 39,523 50,687

法人税、住民税及び事業税 4,836 1,890

法人税等調整額 △1,241 12,545

法人税等合計 3,594 14,435

四半期純利益 35,929 36,252
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 
(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 39,523 50,687

減価償却費 183,968 193,435

減損損失 14,070 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,046 △127

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,404 △3,765

退職給付引当金の増減額（△は減少） △373 11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,760 △3,240

環境対策引当金の増減額（△は減少） △4,694 △2,393

受取利息及び受取配当金 △17,534 △20,659

支払利息 12,154 10,429

保険解約損益（△は益） △1,954 －

固定資産除却損 3,649 6,232

売上債権の増減額（△は増加） 139,796 △4,881

たな卸資産の増減額（△は増加） △171 △9,182

仕入債務の増減額（△は減少） △107,494 △5,053

未払又は未収消費税等の増減額 4,218 2,982

その他 △61,245 △78,803

小計 208,509 135,673

利息及び配当金の受取額 17,612 20,724

利息の支払額 △12,457 △11,989

法人税等の支払額 △272 △9,836

営業活動によるキャッシュ・フロー 213,392 134,571

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 20,000 －

有形固定資産の取得による支出 △68,722 △130,960

無形固定資産の取得による支出 △200 －

投資有価証券の取得による支出 △20,000 △30,000

差入保証金の回収による収入 － 53,400

その他 1,729 △18,893

投資活動によるキャッシュ・フロー △67,192 △126,453

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 305,000

短期借入金の返済による支出 － △265,000

長期借入金の返済による支出 △203,390 △233,100

社債の償還による支出 △10,000 △10,000

リース債務の返済による支出 △359 △3,584

自己株式の取得による支出 △95 △77

配当金の支払額 △29,932 △29,885

その他 7,271 27,630

財務活動によるキャッシュ・フロー △236,505 △209,016

現金及び現金同等物に係る換算差額 △37 20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △90,343 △200,878

現金及び現金同等物の期首残高 717,480 622,626

現金及び現金同等物の四半期末残高 627,136 421,748

－8－

櫻島埠頭株式会社(9353)平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)



該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（４）四半期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）

（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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比較セグメント別売上高明細表 

４. 補足情報

セグメント

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 前事業年度

(平成24年4月～平成24年9月) (平成25年4月～平成25年9月) (平成24年4月～平成25年3月)

数 量 金 額 構成比 数 量 金 額 構成比 数 量 金 額 構成比

(千㌧・
(千円) (％)

(千㌧・
(千円) (％)

(千㌧・
(千円) (％)

千KL) 千KL) 千KL)

ばら貨物セグメント

 荷役業務 2,129 557,519 1,382 451,346 3,967 1,050,291 

 海上運送業務 378 286,467 346 247,893 758 557,443 

 野積保管業務 1,904 63,598 1,469 69,072 3,917 141,993 

 倉庫保管業務 190 95,128 193 99,505 388 198,935 

 陸上運送業務 108,762 86,194 213,250 

 その他業務 79,547 93,641 173,270 

計 1,191,023 51 1,047,654 47 2,335,183 49 

液体貨物セグメント

 荷役業務 354 116,569 333 109,271 751 237,119 

 保管業務 699 386,455 706 400,020 1,469 820,802 

 陸上運送業務 83,178 71,560 176,922 

 その他業務 43,835 46,293 87,581 

計 630,038 27 627,145 28 1,322,426 28 

物流倉庫セグメント

(危険物倉庫)

 荷役業務 18,612 18,369 37,381 

 保管業務 53,199 53,199 106,398 

 その他業務 990 990 1,980 

 小計 (72,801) (3) (72,558) (3) (145,759) (3)

(低温倉庫)

 荷役業務 245,155 268,228 497,344 

 保管業務 70,000 68,067 140,000 

 その他業務 360 360 720 

 小計 (315,515) (13) (336,655) (15) (638,064) (13)

(冷蔵倉庫)

 荷役業務 38,843 45,037 80,910 

 保管業務 50,230 59,023 108,223 

 陸上運送業務 3,171 3,485 6,258 

 その他業務 942 1,514 2,233 

 小計 (93,188) (4) (109,061) (5) (197,626) (4)

(食材加工施設)

 保管業務 41,194 39,605 80,800 

 その他業務 43 - 43 

 小計 (41,238) (2) (39,605) (2) (80,843) (2)

計 522,743 22 557,880 25 1,062,293 22 

その他のセグメント

 その他業務 701 0 6,696 0 1,616 0 

合 計 2,344,507 100 2,239,376 100 4,721,521 100 

液体貨物セグメント

   品種別内訳

石油類 (296) (488,022) (77) (280) (492,805) (79) (619) (1,032,081) (78)

 白油 177 138,612 156 127,665 330 262,625  

 重油 67 170,522 68 177,122 162 362,329  

 工業原料油 24 152,517 28 161,198 65 352,546  

 アスファルト 26 26,369 27 26,818 61 54,579  

化学品類 (58) (142,016) (23) (53) (134,340) (21) (132) (290,345) (22)

計 354 630,038 100 333 627,145 100 751 1,322,426 100 
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