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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第１四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28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 ％

29年３月期第１四半期 10,956 △13.5 295 △70.7 360 △66.8 205 △73.7

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

(注)包括利益 29年３月期第１四半期 26 百万円 (△96.2％) 28年３月期第１四半期 701 百万円 (△15.0％)

　

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

29年３月期第１四半期 4.76 －

28年３月期第１四半期 18.08 －
　
（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

29年３月期第１四半期 36,503 25,838 70.6 596.05

28年３月期 36,359 26,203 71.9 604.42

(参考) 自己資本 29年３月期第１四半期 25,777 百万円 　28年３月期 26,139 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

28年３月期 － 0.00 － 9.00 9.00

29年３月期 －

29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29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29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) 23,600 △3.8 1,100 △25.4 1,200 △23.2 800 △15.4 18.50

通期 49,400 4.1 2,900 △1.7 3,100 △0.3 2,100 7.8 48.56

(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

（注）詳細は、（添付資料）４ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 29年３月期１Ｑ 43,448,099株 28年３月期 43,448,099株

② 期末自己株式数 29年３月期１Ｑ 200,619株 28年３月期 200,619株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期１Ｑ 43,247,480株 28年３月期１Ｑ 43,247,508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連結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、総じて緩やかな回復が続きました。米国では、企業部門の一部に

弱めの動きもみられましたが、景気の回復が続きました。欧州でも英国のEU離脱等の懸念事項を抱えつつ景気は緩や

かに回復しました。アジア諸国では、中国の景気が緩やかに減速しましたが、安定的な成長は維持されました。わが

国経済は、円高の進行やEUを中心とした海外経済等、先行きの不透明感が拭えない状況が続きながらも、景気は緩や

かな回復基調が続きました。

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27年４月１日
至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

増減額 増減率

港湾事業
5,068 5,076 8 0.2％

298 393 95 31.9％

プラント・物流事業
7,487 5,771 △1,716 △22.9％

768 △51 △820 ―％

その他
115 108 △7 △6.3％

16 17 1 6.9％

① 港湾事業

　港湾事業は、コンテナ関連は東京港、横浜港共に取扱数が堅調に推移しました。また、車両の取扱いも堅調に推移

し、建機関連では一部で取扱いが増加したものの、回復には至りませんでした。事業全体では営業収入は前年同期並

みを維持しましたが、作業効率化等により収益改善に努めた結果、増益となりました。

② プラント・物流事業

　当社の事業基盤となる京浜港での輸出入貨物取扱額は前年同期に比べて低調に推移しました。当社の貨物取扱量も

復調に至らず、さらに、内陸物流倉庫の新規立ち上げでは費用が嵩みました。重量物輸送工事、橋梁・その他の工事

では、いくつかの工事で工期が変更されたこともあり、前年同期に比べて低調に推移しました。海外では主要拠点の

シンガポールは、原油価格低迷に伴う石油化学プラント工事の冷え込みにより新規大型案件のない中、小型案件を含

め工事受注に努めました。事業全体では前年同期に比べ大幅な減収減益となりました。

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109億５千６百万円（前年同四半期比13.5％減）、営業利益

は２億９千５百万円（同70.7％減）、経常利益は３億６千万円（同66.8％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益

は２億５百万円（同73.7％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365億３百万円となり、前連結会計年度末比１億４千４百万円の増

加となりました。主な要因は、受取手形及び営業未収入金が２億５百万円、関係会社短期貸付金が２億４千９百万円

減少した一方、現金及び預金が４億４千８百万円、その他流動資産のうち未収金が１億２千１百万円増加したことに

よるものです。

負債は106億６千４百万円となり、前連結会計年度末比５億８百万円の増加となりました。主な要因は、未払法人

税等が６千７百万円、賞与引当金が２億２千８百万円減少した一方、支払手形及び営業未払金が３億３百万円、その

他流動負債のうち未払金が４億４千８百万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３億６千４百万円減少し、258億３千８百万円となりました。主な要

因は、利益剰余金が１億８千５百万円、為替換算調整勘定が１億３百万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28年４月28日「平成28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。
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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)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報

告第32号 平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設

備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法へ変更しております。

なお、これによる当第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。

（３）追加情報

　 （繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当第１

四半期連結会計期間から適用しております。
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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28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,464,244 3,912,253

受取手形及び営業未収入金 9,146,138 8,940,302

貯蔵品 59,814 68,260

繰延税金資産 432,520 420,616

関係会社短期貸付金 6,934,131 6,684,252

その他 500,737 702,205

貸倒引当金 △12,133 △11,889

流動資産合計 20,525,454 20,716,001

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,701,388 3,621,015

機械装置及び運搬具（純額） 1,816,199 1,699,021

工具、器具及び備品（純額） 282,618 276,635

土地 2,688,653 2,684,961

リース資産（純額） 378,115 397,824

建設仮勘定 525,786 780,934

有形固定資産合計 9,392,761 9,460,393

無形固定資産

借地権 1,497,536 1,497,536

その他 423,865 403,683

無形固定資産合計 1,921,401 1,901,219

投資その他の資産

投資有価証券 1,933,739 1,800,053

繰延税金資産 732,726 733,608

その他 1,871,900 1,908,511

貸倒引当金 △18,708 △16,409

投資その他の資産合計 4,519,658 4,425,763

固定資産合計 15,833,822 15,787,376

資産合計 36,359,276 36,503,378
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 3,665,358 3,968,630

短期借入金 449,850 604,000

1年内返済予定の長期借入金 26,640 25,600

リース債務 167,901 167,942

未払法人税等 225,742 157,919

未払費用 466,754 400,133

賞与引当金 789,242 560,584

役員賞与引当金 78,900 17,500

その他 697,461 1,245,147

流動負債合計 6,567,850 7,147,457

固定負債

長期借入金 99,900 89,600

リース債務 282,122 295,138

繰延税金負債 4,245 4,105

役員退職慰労引当金 244,980 169,292

退職給付に係る負債 2,745,851 2,725,741

資産除去債務 29,149 29,309

その他 181,637 203,892

固定負債合計 3,587,885 3,517,080

負債合計 10,155,736 10,664,537

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 22,339,974 22,154,759

自己株式 △30,444 △30,444

株主資本合計 24,795,489 24,610,274

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 638,428 562,085

為替換算調整勘定 787,142 683,780

退職給付に係る調整累計額 △81,217 △78,510

その他の包括利益累計額合計 1,344,354 1,167,355

非支配株主持分 63,696 61,209

純資産合計 26,203,540 25,838,840

負債純資産合計 36,359,276 36,503,378
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

営業収入 12,672,345 10,956,864

営業費用 9,722,259 8,726,617

営業総利益 2,950,086 2,230,247

販売費及び一般管理費 1,942,481 1,935,162

営業利益 1,007,604 295,084

営業外収益

受取利息 7,926 8,474

受取配当金 34,607 35,589

その他 45,526 35,575

営業外収益合計 88,061 79,640

営業外費用

支払利息 2,579 2,863

持分法による投資損失 7,475 4,959

為替差損 ― 6,462

その他 1,720 152

営業外費用合計 11,776 14,439

経常利益 1,083,889 360,285

特別利益

固定資産売却益 32,548 677

特別利益合計 32,548 677

特別損失

固定資産除売却損 62 1,371

ゴルフ会員権評価損 1,500 1,500

特別損失合計 1,562 2,871

税金等調整前四半期純利益 1,114,875 358,091

法人税、住民税及び事業税 177,734 109,887

法人税等調整額 155,394 42,310

法人税等合計 333,129 152,198

四半期純利益 781,746 205,893

親会社株主に帰属する四半期純利益 781,746 205,893
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益 781,746 205,893

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 48,950 △76,342

為替換算調整勘定 △132,836 △85,243

持分法適用会社に対する持分相当額 226 △20,605

退職給付に係る調整額 3,616 2,706

その他の包括利益合計 △80,042 △179,484

四半期包括利益 701,703 26,408

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 700,937 28,895

非支配株主に係る四半期包括利益 765 △2,486
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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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