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(百万円未満切捨て)

１．平成31年３月期第１四半期の連結業績（平成30年４月１日～平成30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 ％

31年３月期第１四半期 14,122 0.9 693 △4.8 879 11.2 629 53.2

30年３月期第１四半期 14,000 27.8 728 146.9 790 119.4 410 99.4

(注)包括利益 31年３月期第１四半期 479 百万円 ( 18.4％) 30年３月期第１四半期 405 百万円 ( ―％)

　

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

31年３月期第１四半期 14.55 ―

30年３月期第１四半期 9.49 ―
　
（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

31年３月期第１四半期 40,808 30,266 74.0 698.33

30年３月期 41,479 30,218 72.7 697.22

(参考) 自己資本 31年３月期第１四半期 30,200 百万円 　30年３月期 30,152 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

30年３月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

31年３月期 ―

31年３月期(予想) 0.00 ― 10.00 10.00

(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31年３月期の連結業績予想（平成30年４月１日～平成31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) 29,800 7.4 1,300 △8.1 1,500 1.0 1,000 11.1 23.12

通期 57,800 3.5 2,900 △9.8 3,200 △6.6 2,100 △11.2 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

　



※ 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 ： 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

（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) 31年３月期１Ｑ 43,448,099株 30年３月期 43,448,099株

② 期末自己株式数 31年３月期１Ｑ 200,715株 30年３月期 200,715株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年３月期１Ｑ 43,247,384株 30年３月期１Ｑ 43,247,460株

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

　

※ 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いては、地政学リスクと通商問題を巡り、緊張と緩和が複雑に錯綜しましたが、総じ

ていえば海外経済の緩やかな成長に後押しされて、わが国経済は、極めて緩和的な金融環境のなか、景気拡大の基調が

底堅く続きました。

　このような環境の下、グループを挙げて効率的な事業運営を推し進めた結果、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29年４月１日
至 平成29年６月30日)

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

増減額 増減率

港湾事業
6,054 5,776 △277 △4.6％

685 483 △202 △29.5％

プラント・物流事業
7,823 8,215 391 5.0％

77 366 288 370.1％

その他
122 129 7 6.3％

26 28 2 8.7％

① 港湾事業

　コンテナでは、アジア航路をはじめターミナルでの取扱いが前年同期比で大幅に減少しました。完成車・中古車な

どの車輛の取扱いが伸びた他、建機の出荷も前期に引き続き堅調に推移しましたが、事業全体として前年同期に比べ

減収減益となりました。

② プラント・物流事業

　プラントでは、国内の重量物輸送工事、橋梁・その他の工事が好調に推移しました。マレーシアにおけるエチレン

分解炉組立工事は順調に進捗しており、シンガポールおよびタイでの石油化学プラントの組立工事も計画工程に沿っ

た進捗を確保しています。また、物流では、取扱い貨物量が堅調に推移しました。一時的な営業外収益を計上したこ

ともあり、事業全体として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141億２千２百万円（前年同四半期比0.9％増）、営業利益は

６億９千３百万円（同4.8％減）、経常利益は８億７千９百万円（同11.2％増）、親会社株主に帰属する四半期純利

益は６億２千９百万円（同53.2％増）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408億８百万円となり、前連結会計年度末比６億７千１百万円の減

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８億５千９百万円、有形固定資産が２億１千７百万円、

繰延税金資産（投資その他の資産）が２億２千５百万円減少した一方、現金及び預金が７億１千１百万円増加したこ

とによるものです。

負債は105億４千２百万円となり、前連結会計年度末比７億１千８百万円の減少となりました。主な要因は、未払

法人税等が６億４千２百万円、賞与引当金が３億２千１百万円、退職給付に係る負債が１億５百万円減少した一方、

その他流動負債のうち未払金が５億４百万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４千７百万円増加し、302億６千６百万円となりました。主な要因は、

為替換算調整勘定が１億３千８百万円減少した一方、利益剰余金が１億９千６百万円増加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30年４月27日「平成30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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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,421,638 4,133,179

受取手形及び営業未収入金 9,640,888 8,781,555

貯蔵品 74,868 79,857

関係会社短期貸付金 9,823,620 9,747,872

その他 1,316,022 1,384,474

貸倒引当金 △117,151 △110,175

流動資産合計 24,159,887 24,016,764

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,171,593 4,094,984

機械装置及び運搬具（純額） 2,039,017 1,954,368

工具、器具及び備品（純額） 325,270 317,335

土地 2,665,124 2,606,704

リース資産（純額） 301,265 279,740

建設仮勘定 295,410 326,848

有形固定資産合計 9,797,681 9,579,982

無形固定資産

借地権 1,699,457 1,699,457

のれん 409,488 385,690

その他 444,272 410,866

無形固定資産合計 2,553,218 2,496,014

投資その他の資産

投資有価証券 2,362,664 2,340,593

長期貸付金 666,000 666,000

繰延税金資産 1,129,686 904,139

その他 1,136,329 1,130,743

貸倒引当金 △325,675 △325,955

投資その他の資産合計 4,969,003 4,715,520

固定資産合計 17,319,903 16,791,516

資産合計 41,479,791 40,808,281
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 3,971,831 3,885,663

短期借入金 663,300 658,050

1年内返済予定の長期借入金 27,680 27,280

リース債務 153,058 146,766

未払法人税等 775,517 132,923

未払費用 400,244 384,824

賞与引当金 806,579 484,853

役員賞与引当金 80,364 18,900

その他 867,760 1,528,326

流動負債合計 7,746,336 7,267,587

固定負債

長期借入金 48,440 40,920

リース債務 194,355 174,527

繰延税金負債 6,218 6,037

役員退職慰労引当金 230,660 135,918

退職給付に係る負債 2,770,095 2,664,096

資産除去債務 55,098 55,275

その他 209,662 197,776

固定負債合計 3,514,530 3,274,550

負債合計 11,260,867 10,542,138

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 26,202,198 26,398,893

自己株式 △30,491 △30,491

株主資本合計 28,657,667 28,854,362

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 911,157 913,043

繰延ヘッジ損益 ― △14,270

為替換算調整勘定 635,413 497,184

退職給付に係る調整累計額 △51,497 △49,402

その他の包括利益累計額合計 1,495,073 1,346,554

非支配株主持分 66,183 65,226

純資産合計 30,218,924 30,266,142

負債純資産合計 41,479,791 40,808,281
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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29年４月１日

　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日

　至 平成30年６月30日)

営業収入 14,000,301 14,122,363

営業費用 11,084,116 11,252,899

営業総利益 2,916,184 2,869,463

販売費及び一般管理費 2,187,568 2,175,631

営業利益 728,616 693,831

営業外収益

受取利息 8,185 8,744

受取配当金 35,761 42,599

受取賠償金 ― 60,445

為替差益 ― 18,605

その他 54,421 57,792

営業外収益合計 98,368 188,187

営業外費用

支払利息 2,940 2,713

持分法による投資損失 20,018 ―

為替差損 12,818 ―

その他 842 197

営業外費用合計 36,619 2,911

経常利益 790,365 879,107

特別利益

固定資産売却益 947 29,991

投資有価証券清算益 ― 17,205

ゴルフ会員権売却益 310 ―

特別利益合計 1,257 47,196

特別損失

固定資産除売却損 83 2,220

ゴルフ会員権売却損 7,930 ―

ゴルフ会員権評価損 4,936 ―

特別損失合計 12,950 2,220

税金等調整前四半期純利益 778,672 924,083

法人税、住民税及び事業税 171,278 64,195

法人税等調整額 196,841 230,719

法人税等合計 368,119 294,914

四半期純利益 410,553 629,168

親会社株主に帰属する四半期純利益 410,553 629,168
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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29年４月１日

　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日

　至 平成30年６月30日)

四半期純利益 410,553 629,168

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 20,376 1,885

繰延ヘッジ損益 ― △14,270

為替換算調整勘定 △18,680 △139,185

持分法適用会社に対する持分相当額 △9,623 ―

退職給付に係る調整額 2,471 2,094

その他の包括利益合計 △5,455 △149,476

四半期包括利益 405,097 479,692

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 404,714 480,648

非支配株主に係る四半期包括利益 382 △956
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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。

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負

債の区分に表示しております。


