
平成30年３月期 第２四半期  決算発表資料 

平成29年11月９日 

東陽倉庫株式会社 

１. 経営成績 

 (1) 連結経営成績(累計)                                  (単位：百万円)

  営業収益 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属

する四半期純利益

    ％   ％   ％   ％

30年3月期 第2四半期 13,246 4.3 464 1.6 614 11.3 430 5.2

29年3月期 第2四半期 12,695 3.5 457 43.0 552 28.4 409 47.2

28年3月期 第2四半期 12,269 9.0 319 △12.0 430 5.8 277 △3.3

27年3月期 第2四半期 11,251 3.1 363 31.2 406 28.1 287 16.4

26年3月期 第2四半期 10,911 7.9 276 28.9 317 26.7 246 53.5

 

 (2) 事業の業態別の営業収益内訳                              (単位：百万円)

 

前期 

(平成28年4月～平成28年9月)

当期 

(平成29年4月～平成29年9月)
前年同期比較

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 増減額 増減率(％)

物流事業 12,038 94.8 12,522 94.5 483 4.0

(倉庫業収益) (3,101) (24.4) (3,162) (23.9) (60) (2.0)

(港湾運送業収益) (1,779) (14.0) (1,711) (12.9) (△67) (△3.8)

(陸上運送業収益) (4,876) (38.4) (5,163) (39.0) (286) (5.9)

(その他の収益) (2,280) (18.0) (2,484) (18.8) (204) (9.0)

不動産事業 657 5.2 723 5.5 66 10.1

計 12,695 100.0 13,246 100.0 550 4.3

 

 (3) 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

30年3月期 第2四半期 40,873 18,405 45.0    483    06

29年3月期 38,928 17,877 45.9    469    20

 

 

２. 設備投資 (工事ベース)及び減価償却費                    (単位：百万円) 

  26年3月期 27年3月期 28年3月期 29年3月期 30年3月期 (予)

設備投資 778 925 1,113 532 2,400

減価償却費 1,285 1,272 1,261 1,254 1,250
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３．事業の業態別の取扱高等 

 (1) 国内物流事業

 
前期 

(平成28年4月～平成28年9月)

当期 

(平成29年4月～平成29年9月)
前年同期比較

倉庫貨物取扱高 984,310 トン 952,674 トン △31,636 トン 96.8 ％

倉庫貨物期中平均残高 93,302 トン 91,601 トン △1,701 トン 98.2 ％ 

期中平均月間回転率 87.9 ％ 86.7 ％ △1.2 ％ 

陸上運送取扱高 509,234 トン 493,756 トン △15,478 トン 97.0 ％

 

 (2) 国際物流事業 

 
前期 

(平成28年4月～平成28年9月)

当期 

(平成29年4月～平成29年9月)
前年同期比較

倉庫貨物取扱高 342,005 トン 336,532 トン △5,473 トン 98.4 ％

倉庫貨物期中平均残高 99,541 トン 100,725 トン 1,184 トン 101.2 ％ 

期中平均月間回転率 28.6 ％ 27.8 ％ △0.8 ％ 

港湾貨物取扱高

輸入 282,468 トン 292,382 トン 9,914 トン 103.5 ％ 

輸出 579,245 トン 637,141 トン 57,896 トン 110.0 ％ 

合計 861,713 トン 929,523 トン 67,810 トン 107.9 ％ 

陸上運送取扱高 560,193 トン 559,167 トン △1,026 トン 99.8 ％

  

回転率 ＝
(入庫数量＋出庫数量)／2／6

× 100
平均残高
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