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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第２四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年９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２四半期 23,077 △5.9 1,143 △22.4 1,242 △20.5 1,081 14.3

28年３月期第２四半期 24,529 △2.9 1,474 △39.4 1,562 △38.7 946 △43.8

(注) 包括利益 29年３月期第２四半期 669 百万円 (△19.1％) 28年３月期第２四半期 827 百万円 (△51.4％)

　

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２四半期 25.00 －

28年３月期第２四半期 21.87 －
　

（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２四半期 36,647 26,481 72.1 611.04

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２四半期 26,426 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 － － － 9.00 9.00

29年３月期 － 0.00

29年３月期(予想) － 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、対前期増減率)

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

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２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 43,247,480株 28年３月期２Ｑ 43,247,507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。

　

　

決算短信（宝印刷） 2016年10月28日 13時01分 2ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



株式会社宇徳(9358) 平成29年３月期 第２四半期決算短信

― 1 ―

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………… 3

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………… 3

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ……………………………………………………………… 4

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………… 4

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………… 4

（３）追加情報 ……………………………………………………………………………………………… 4

３．四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………………………… 5

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………… 5

（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 ………………………………………… 7

　 四半期連結損益計算書

　 第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………… 7

　 四半期連結包括利益計算書

　 第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………… 8

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………… 9

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………… 10

（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………… 10

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………… 10

（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………… 10

決算短信（宝印刷） 2016年10月28日 13時01分 3ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



株式会社宇徳(9358) 平成29年３月期 第２四半期決算短信

― 2 ―

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２四半期連結累計期間における世界経済は、米国の金融政策正常化の影響等不透明な状態が続きましたが、全

体としては緩やかな回復が続きました。米国では、一部に弱めの動きもみられましたが、景気回復基調が継続し、欧

州でも英国のEU離脱や地政学的リスクの影響等、懸念事項を抱えつつ景気は緩やかに回復しました。また、アジア諸

国では、中国の景気が減速傾向にありましたが、アジア全体での成長は維持されました。わが国経済は、輸出や設備

投資に足踏みがみられるものの、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２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

増減額 増減率

港湾事業
10,144 10,779 635 6.3％

642 902 260 40.5％

プラント・物流事業
14,150 12,068 △2,081 △14.7％

884 299 △584 △66.1％

その他
234 229 △5 △2.4％

36 40 4 11.2％

① 港湾事業

　港湾事業は、コンテナターミナル関連については東京港、横浜港共に当社の取扱量が堅調に推移しました。また、

車両の取扱量も堅調に推移し、建機等は一部茨城港での取扱量の回復がみられましたが、横浜港では回復とはならず

低調に推移しました。事業全体ではコンテナターミナルの回復や作業効率化等による収益改善に努めた結果、大幅な

増収増益となりました。

② プラント・物流事業

　当社の事業基盤となる京浜港全体での貨物取扱額は前年同期に比べて低調で推移しましたが、当社の貨物取扱量は

増加傾向にありました。一方で、内陸物流倉庫では費用が嵩み苦戦が続きました。重量物輸送工事、橋梁・その他の

工事については、工期が順延されたものが多くあり、大幅に減少しました。海外においては主要拠点のシンガポール

で、原油価格低迷に伴い石油化学プラント工事の冷え込みが続きました。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２四半期連結累計期間の営業収入は230億７千７百万円（前年同四半期比5.9％減）、営業利益は

11億４千３百万円（同22.4％減）、経常利益は12億４千２百万円（同20.5％減）となりました。

　また、親会社株主に帰属する四半期純利益については、当第２四半期連結累計期間において、市原市八幡浦の土地

を売却したこと等による固定資産売却益３億５千１百万円を計上したことから、前年同四半期比14.3％増加の10億８

千１百万円となりました。
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（２）財政状態に関する説明

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366億４千７百万円となり、前連結会計年度末比２億８千８百万

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６億４千１百万円減少した一方、現金及び預金

が６億２千３百万円、関係会社短期貸付金が３億７千１百万円増加したことによるものです。

負債は101億６千５百万円となり、前連結会計年度末比９百万円の増加となりました。主な要因は、未払費用が

１億１千８百万円、賞与引当金が１億７千７百万円減少した一方、支払手形及び営業未払金が１億８千５百万円、

未払法人税等が１億９千６百万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２億７千８百万円増加し、264億８千１百万円となりました。主な

要因は、為替換算調整勘定が４億１千２百万円減少した一方、利益剰余金が６億８千９百万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６億９千万円増加し、35億８百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は19億５百万円（前年同期は41億５千万円の収入）となりました。主なプラス要因

は、税金等調整前四半期純利益の計上15億７千３百万円、減価償却費の計上６億９千６百万円及び営業債権の減少

額５億４千３百万円であり、主なマイナス要因は、賞与引当金の減少額１億７千７百万円及び法人税等の支払額１

億５千６百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動に使用した資金は６億９千５百万円（前年同期は25億３千４百万円の支出）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67億５千万円及び有形固定資産の売却による収入３億５千８百万円であり、主な

マイナス要因は、有形固定資産の取得による支出６億１千２百万円及び貸付けによる支出71億９千９百万円であり

ます。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動に使用した資金は３億２千１百万円（前年同期は７億４千２百万円の支出）となりました。主な要因

は、配当金の支払額３億８千７百万円であります。

（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。

（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２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,464,244 4,087,786

受取手形及び営業未収入金 9,146,138 8,504,553

貯蔵品 59,814 71,658

繰延税金資産 432,520 310,685

関係会社短期貸付金 6,934,131 7,305,698

その他 500,737 848,620

貸倒引当金 △12,133 △4,801

流動資産合計 20,525,454 21,124,201

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,701,388 3,954,852

機械装置及び運搬具（純額） 1,816,199 1,669,535

工具、器具及び備品（純額） 282,618 270,904

土地 2,688,653 2,649,504

リース資産（純額） 378,115 379,729

建設仮勘定 525,786 222,151

有形固定資産合計 9,392,761 9,146,678

無形固定資産

借地権 1,497,536 1,497,536

その他 423,865 407,851

無形固定資産合計 1,921,401 1,905,387

投資その他の資産

投資有価証券 1,933,739 1,916,877

繰延税金資産 732,726 704,429

その他 1,871,900 1,864,553

貸倒引当金 △18,708 △14,498

投資その他の資産合計 4,519,658 4,471,361

固定資産合計 15,833,822 15,523,427

資産合計 36,359,276 36,647,628
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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２四半期連結会計期間
(平成28年９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 3,851,060

短期借入金 449,850 605,550

1年内返済予定の長期借入金 26,640 23,280

リース債務 167,901 163,858

未払法人税等 225,742 422,214

未払費用 466,754 347,838

賞与引当金 789,242 611,759

役員賞与引当金 78,900 34,800

その他 697,461 617,164

流動負債合計 6,567,850 6,677,525

固定負債

長期借入金 99,900 75,660

リース債務 282,122 275,062

繰延税金負債 4,245 3,454

役員退職慰労引当金 244,980 183,487

退職給付に係る負債 2,745,851 2,703,256

資産除去債務 29,149 29,470

その他 181,637 217,799

固定負債合計 3,587,885 3,488,190

負債合計 10,155,736 10,165,716

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 23,029,907

自己株式 △30,444 △30,444

株主資本合計 24,795,489 25,485,422

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 638,428 642,483

為替換算調整勘定 787,142 374,147

退職給付に係る調整累計額 △81,217 △75,804

その他の包括利益累計額合計 1,344,354 940,826

非支配株主持分 63,696 55,662

純資産合計 26,203,540 26,481,912

負債純資産合計 36,359,276 36,647,628
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

営業収入 24,529,546 23,077,921

営業費用 19,218,420 18,102,143

営業総利益 5,311,126 4,975,778

販売費及び一般管理費 3,836,691 3,832,075

営業利益 1,474,434 1,143,703

営業外収益

受取利息 18,374 19,856

受取配当金 34,854 35,856

受取賃貸料 33,029 27,858

その他 29,932 41,944

営業外収益合計 116,190 125,516

営業外費用

支払利息 3,780 5,579

持分法による投資損失 9,469 8,267

為替差損 9,765 12,012

その他 4,646 488

営業外費用合計 27,662 26,348

経常利益 1,562,962 1,242,871

特別利益

固定資産売却益 32,930 351,780

投資有価証券売却益 1,750 －

ゴルフ会員権売却益 500 －

特別利益合計 35,181 351,780

特別損失

固定資産除売却損 222 19,526

ゴルフ会員権評価損 11,073 1,700

特別損失合計 11,295 21,226

税金等調整前四半期純利益 1,586,849 1,573,425

法人税、住民税及び事業税 549,171 348,889

法人税等調整額 91,658 143,495

法人税等合計 640,829 492,384

四半期純利益 946,019 1,081,041

親会社株主に帰属する四半期純利益 946,019 1,081,041
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

四半期純利益 946,019 1,081,041

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △122,875 4,054

為替換算調整勘定 △11,592 △358,996

持分法適用会社に対する持分相当額 8,382 △62,032

退職給付に係る調整額 7,233 5,413

その他の包括利益合計 △118,852 △411,561

四半期包括利益 827,167 669,479

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 827,932 677,513

非支配株主に係る四半期包括利益 △765 △8,033
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28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 1,586,849 1,573,425

減価償却費 737,173 696,928

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 38,873 △29,612

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 23,930 △61,492

賞与引当金の増減額（△は減少） △113,751 △177,482

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △107,400 △44,100

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,671 △11,540

受取利息及び受取配当金 △53,229 △55,712

支払利息 3,780 5,579

持分法による投資損益（△は益） 9,469 8,267

固定資産除売却損益（△は益） △32,708 △332,254

投資有価証券売却損益（△は益） △1,750 －

ゴルフ会員権評価損 11,073 1,700

ゴルフ会員権売却損益（△は益） △500 －

営業債権の増減額（△は増加） 4,402,631 543,981

営業債務の増減額（△は減少） △881,509 84,818

未払又は未収消費税等の増減額 12,538 △73,961

その他の資産の増減額（△は増加） △3,325 △78,015

その他の負債の増減額（△は減少） △249,070 △26,548

その他 240,072 △7,274

小計 5,624,816 2,016,704

利息及び配当金の受取額 47,870 49,479

利息の支払額 △3,780 △4,137

法人税等の支払額 △1,518,876 △156,419

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,150,029 1,905,627

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 △413,046 △612,707

有形固定資産の売却による収入 35,599 358,007

投資有価証券の売却による収入 3,150 －

定期預金の預入による支出 △318,465 △579,386

定期預金の払戻による収入 319,095 646,492

貸付けによる支出 △9,512,987 △7,199,413

貸付金の回収による収入 7,411,952 6,750,945

その他の支出 △61,024 △61,814

その他の収入 1,311 2,210

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,534,414 △695,666

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） 133,940 174,600

長期借入金の返済による支出 △341,250 △11,640

ファイナンス・リース債務の返済による支
出

△104,499 △96,680

配当金の支払額 △431,096 △387,961

その他 △1 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △742,907 △321,681

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,814 △213,685

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 870,893 674,594

現金及び現金同等物の期首残高 2,586,664 2,817,751

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 16,053

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,457,557 3,508,399
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（４）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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)

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

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２港湾事業

プラント・
物流事業

計

営業収入

外部顧客への営業収入 10,144,616 14,150,113 24,294,729 234,816 24,529,546 ― 24,529,546

セグメント間の内部営業
　収入又は振替高

438,319 296,690 735,010 43,059 778,069 (778,069) ―

計 10,582,936 14,446,803 25,029,740 277,876 25,307,616 (778,069) 24,529,546

セグメント利益 642,197 884,292 1,526,490 36,472 1,562,962 ― 1,562,962

(注) １.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業等を含んでおりま

す。

２．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。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

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

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２港湾事業

プラント・
物流事業

計

営業収入

外部顧客への営業収入 10,779,741 12,068,957 22,848,699 229,222 23,077,921 ― 23,077,921

セグメント間の内部営業
収入又は振替高

386,657 306,374 693,031 49,271 742,303 (742,303) ―

計 11,166,399 12,375,331 23,541,730 278,494 23,820,225 (742,303) 23,077,921

セグメント利益 902,584 299,723 1,202,308 40,563 1,242,871 ― 1,242,871

(注) １.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業等を含んでおりま

す。

２．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。
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