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(百万円未満切捨て)
１．平成28年3月期第1四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27年6月30日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)
　

営業収入 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年3月期第1四半期 12,672 2.6 1,007 △11.2 1,083 △10.4 781 △3.2

27年3月期第1四半期 12,354 15.0 1,135 77.5 1,209 72.7 807 △13.4

(注) 包括利益 28年3月期第1四半期 701 百万円 ( △15.0％) 27年3月期第1四半期 825 百万円 ( △30.5％)
　

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

28年3月期第1四半期 18.08 －

27年3月期第1四半期 18.67 －
　

（２）連結財政状態
　

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

28年3月期第1四半期 35,958 25,472 70.6 587.35

27年3月期 37,960 25,203 66.2 581.14

(参考) 自己資本 28年3月期第1四半期 25,401 百万円 27年3月期 25,133 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

27年3月期 － 0.00 － 10.00 10.00

28年3月期 －

28年3月期(予想) 0.00 － 9.00 9.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．平成28年3月期の連結業績予想（平成27年4月1日～平成28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)

営業収入 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 25,600 1.4 2,300 △5.4 2,350 △7.8 1,500 △10.9 34.68

通期 50,000 △6.3 4,100 △23.3 4,300 △22.7 2,800 △18.5 64.74
(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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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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 ： 無

（３）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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）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) 28年3月期１Ｑ 43,448,099株 27年3月期 43,448,099株

② 期末自己株式数 28年3月期１Ｑ 200,591株 27年3月期 200,591株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期１Ｑ 43,247,508株 27年3月期１Ｑ 43,247,701株

　

※ 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

事項については、（添付資料）３ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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

当第１四半期連結累計期間における世界経済は、米国では景気は弱めの動きもみられたものの回復が続いており、

欧州でも種々の懸念事項を抱えつつ景気は持ち直しました。アジア諸国では、中国の景気拡大テンポが一段と緩やか

になり、結果、世界経済全体では緩やかな回復傾向にありました。わが国経済は、企業収益の改善による設備投資が

増加基調にあるなど、景気は緩やかな回復傾向にありました。当社の事業基盤となる京浜港の貿易額は、横浜港では

輸出が、東京港では輸出入が共に堅調に推移しました。

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とおりと

なりました。

上段：営業収入 下段：経常損益 （単位：百万円）

セグメントの状況
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

増減額 増減率

港湾事業
5,426 5,068 △357 △6.6％

660 298 △361 △54.8％

プラント・物流事業
6,805 7,487 681 10.0％

534 768 233 43.7％

その他
122 115 △6 △5.5％

14 16 2 15.5％

　

① 港湾事業

　港湾事業は、コンテナ関連では、新規航路の誘致もあり取扱隻数は増加しましたが、北米でのスケジュール乱れや

マニラ港での混雑の影響、一部航路での船腹の縮小等により取扱量が大幅に減少しました。また車両・建機関連でも

取扱量が回復せず、事業全体では前年同期に比べ減収減益となりました。

② プラント・物流事業

　当社の事業基盤となる京浜港での貨物取扱量は堅調に推移しました。重量物輸送工事、橋梁・その他の工事につい

ても順調に推移しました。また、海外においても主要拠点の１つであるシンガポールで工事が順調に推移し、事業全

体では前年同期に比べ増収増益となりました。

③ その他

　自社ビル等不動産の賃貸等があります。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の営業収入は12,672百万円（前年同四半期比2.6％増）、営業利益は1,007

百万円（同11.2％減）、経常利益は1,083百万円（同10.4％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は781百万円（同

3.2％減）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における総資産は359億５千８百万円となり、前連結会計年度末比20億１百万円の減

少となりました。主な要因は、受取手形及び営業未収入金が23億１千５百万円、関係会社短期貸付金が２億８千１百

万円及びその他流動資産のうち未収金が３億５千３百万円減少した一方、現金及び預金が12億４千１百万円増加した

ことによるものです。

負債は104億８千６百万円となり、前連結会計年度末比22億７千１百万円の減少となりました。主な要因は、支払

手形及び営業未払金が６億１千３百万円、未払法人税等が14億２千万円及び賞与引当金が４億５千３百万円減少した

一方、その他流動負債のうち未払金が６億４千９百万円増加したことによるものであります。

純資産につきましては、前連結会計年度末比２億６千９百万円増加し、254億７千２百万円となりました。主な要

因は、利益剰余金が３億４千９百万円増加した一方、為替換算調整勘定が１億３千３百万円減少したことによるもの

です。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成27年４月30日「平成27年３月期 決算短信」で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。

　

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企

業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月

13日）等を、当第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主

持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間及び前連結会

計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
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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27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,905,759 4,147,711

受取手形及び営業未収入金 12,795,097 10,480,033

貯蔵品 62,027 58,768

繰延税金資産 514,005 377,938

関係会社短期貸付金 4,439,263 4,157,888

その他 972,700 605,082

貸倒引当金 △13,137 △12,293

流動資産合計 21,675,716 19,815,129

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,204,336 4,081,974

機械装置及び運搬具（純額） 1,970,223 1,861,929

工具、器具及び備品（純額） 318,285 299,096

土地 2,765,398 2,766,534

リース資産（純額） 455,018 431,868

建設仮勘定 117,486 136,777

有形固定資産合計 9,830,747 9,578,179

無形固定資産

借地権 1,497,536 1,497,536

その他 346,514 354,722

無形固定資産合計 1,844,051 1,852,258

投資その他の資産

投資有価証券 2,215,142 2,286,097

繰延税金資産 631,956 588,899

その他 1,784,183 1,860,399

貸倒引当金 △21,306 △22,244

投資その他の資産合計 4,609,976 4,713,151

固定資産合計 16,284,775 16,143,590

資産合計 37,960,491 35,958,719
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 4,623,523 4,009,839

短期借入金 300,000 388,800

1年内返済予定の長期借入金 341,250 －

リース債務 190,204 187,293

未払法人税等 1,608,865 188,156

未払費用 475,781 415,287

賞与引当金 764,261 311,106

役員賞与引当金 150,300 24,000

その他 901,753 1,566,081

流動負債合計 9,355,940 7,090,564

固定負債

リース債務 356,879 335,894

繰延税金負債 3,440 3,296

役員退職慰労引当金 186,738 193,513

退職給付に係る負債 2,640,734 2,653,076

資産除去債務 28,521 28,678

その他 185,209 181,441

固定負債合計 3,401,524 3,395,900

負債合計 12,757,465 10,486,464

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 20,823,750 21,173,020

自己株式 △30,432 △30,432

株主資本合計 23,279,277 23,628,548

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 831,533 880,484

為替換算調整勘定 1,066,627 933,252

退職給付に係る調整累計額 △44,421 △40,804

その他の包括利益累計額合計 1,853,740 1,772,932

非支配株主持分 70,008 70,773

純資産合計 25,203,026 25,472,254

負債純資産合計 37,960,491 35,958,719
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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26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

営業収入 12,354,963 12,672,345

営業費用 9,402,242 9,722,259

営業総利益 2,952,721 2,950,086

販売費及び一般管理費 1,817,598 1,942,481

営業利益 1,135,122 1,007,604

営業外収益

受取利息 8,493 7,926

受取配当金 34,997 34,607

その他 38,407 45,526

営業外収益合計 81,898 88,061

営業外費用

支払利息 2,326 2,579

持分法による投資損失 3,480 7,475

その他 1,458 1,720

営業外費用合計 7,265 11,776

経常利益 1,209,754 1,083,889

特別利益

固定資産売却益 826 32,548

ゴルフ会員権売却益 5,451 －

特別利益合計 6,277 32,548

特別損失

固定資産除売却損 6,392 62

その他 － 1,500

特別損失合計 6,392 1,562

税金等調整前四半期純利益 1,209,640 1,114,875

法人税、住民税及び事業税 482,940 177,734

法人税等調整額 △80,742 155,394

法人税等合計 402,198 333,129

四半期純利益 807,442 781,746

親会社株主に帰属する四半期純利益 807,442 781,746

決算短信 （宝印刷）  2015年07月30日 14時01分 8ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



株式会社宇徳(9358) 平成28年３月期 第１四半期決算短信

－ 7 －

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26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

四半期純利益 807,442 781,746

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 68,687 48,950

為替換算調整勘定 △36,098 △132,836

持分法適用会社に対する持分相当額 △16,533 226

退職給付に係る調整額 1,900 3,616

その他の包括利益合計 17,955 △80,042

四半期包括利益 825,397 701,703

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 826,162 700,937

非支配株主に係る四半期包括利益 △765 765
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（３）四半期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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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