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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第2四半期 26,504 19.1 947 ― 1,842 171.6 966 63.0
22年3月期第2四半期 22,263 △29.9 △470 ― 678 △78.4 592 △69.6

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

23年3月期第2四半期 31.71 ―

22年3月期第2四半期 19.34 ―

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

23年3月期第2四半期 78,573 60,966 74.8 1,929.07
22年3月期 81,002 61,657 73.3 1,943.06

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  58,762百万円 22年3月期  59,354百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00

23年3月期 ― 5.00

23年3月期 
（予想）

― 5.00 10.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 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 53,500 13.3 2,200 ― 4,150 89.9 2,100 64.8 68.94



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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の対象外でありますが、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は終了しております。 

※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、
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等について
は、四半期決算短信（添付資料）2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 33,006,204株 22年3月期  33,006,204株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  2,544,783株 22年3月期  2,459,270株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 30,472,812株 22年3月期2Q 30,656,614株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出の増加や政府の経済対策の効果などを背景に
景気回復の兆しはみられましたが、失業率の高止まりをはじめ、緩やかなデフレ状況の継続など、依然
として厳しい状況で推移いたしました。 
このような環境のなかで、当社グループが営業の基盤を置く名古屋港の港湾貨物は主力の輸出貨物に

おきましては前年同期と比べ、輸出入ともに大幅な増加となりました。 
当社グループといたしましても、輸出貨物におきましては自動車部品等が回復したことに加え、輸入

貨物も非鉄金属等が回復したことから、取扱は大幅な増加となりました。 
これらの結果、当第２四半期連結累計期間の当社グループの連結売上高は、265億４百万円と前年同

期と比べ42億41百万円（19.1%）の増収となりました。 
営業利益は、９億47百万円を計上することとなりました。なお、前年同期は４億70百万円の営業損失

でありました。 
経常利益は、18億42百万円と前年同期と比べ11億64百万円（171.6%）の増益となりました。 
四半期純利益は、９億66百万円と前年同期と比べ３億73百万円(63.0%)の増益となりました。 
セグメントの業績は次のとおりであります。 
港湾運送およびその関連の売上高は262億20百万円となりました。賃貸の売上高は２億84百万円とな

りました。 

  

     流動資産は、前連結会計年度末に比べて97百万円減少し、238億13百万円（前連結会計年度末比  
   0.4％減）となりました。これは、主として法人税等の還付などに伴い未収還付法人税等が１億64 
   百万円減少したことなどによります。  
   固定資産は、前連結会計年度末に比べて23億32百万円減少し、547億59百万円（前連結会計年度  
   末比4.1％減）となりました。これは、株式時価の下落により投資有価証券が20億６百万円減少し 
   たことなどによります。  
   この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて24億29百万円減少し、785億73百万円（前連結会 
   計年度末比3.0％減）となりました。  
     流動負債は、前連結会計年度末に比べて８億65百万円減少し、90億44百万円（前連結会計年度末 
   比8.7％減）となりました。これは、主として短期借入金の返済による減少が15億50百万円あった  
   ことなどによります。  
   固定負債は、前連結会計年度末に比べて８億72百万円減少し、85億62百万円（前連結会計年度末 
   比9.2％減）となりました。これは、主として負ののれんの償却による減少が６億89百万円あった 
   ことなどによります。  
   純資産は、前連結会計年度末に比べて６億91百万円減少し、609億66百万円（前連結会計年度末 
   比1.1％減）となりました。これは、主としてその他有価証券評価差額金が10億74百万円減少した 
   ことなどによります。  
  

当第２四半期の連結業績は、概ね予想通り推移しており、平成23年３月期の連結業績予想につきまし
ては、平成22年８月９日に公表した通期の連結業績予想から変更は行っておりません。 
 なお、今後、業績に関して修正の必要が生じた場合には、速やかに開示をいたします。 

  

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 
記載すべき重要な事項はありません。 

  

(資産除去債務に関する会計基準の適用) 
 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号  
平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針 
第21号 平成20年３月31日）を適用しております。 
 これにより、営業利益及び経常利益が、それぞれ5,761千円減少し、税金等調整前四半期純利 

 益が、352,455千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変 
 動額は409,816千円であります。     

  

  

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,381,145 11,995,548

受取手形及び売掛金 9,228,869 8,944,046

有価証券 119,075 119,023

繰延税金資産 788,832 679,601

未収還付法人税等 57,250 222,090

その他 2,274,994 1,988,697

貸倒引当金 △36,368 △37,899

流動資産合計 23,813,799 23,911,109

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 35,610,337 34,655,867

減価償却累計額 △21,389,784 △20,671,722

建物及び構築物（純額） 14,220,552 13,984,144

機械装置及び運搬具 11,400,783 11,345,415

減価償却累計額 △9,914,910 △9,696,998

機械装置及び運搬具（純額） 1,485,873 1,648,416

土地 20,829,203 20,648,030

リース資産 166,690 167,808

減価償却累計額 △59,930 △46,066

リース資産（純額） 106,759 121,742

建設仮勘定 275,275 971,401

その他 872,943 902,296

減価償却累計額 △732,038 △739,857

その他（純額） 140,905 162,438

有形固定資産合計 37,058,570 37,536,174

無形固定資産 956,288 1,061,685

投資その他の資産   

投資有価証券 13,051,196 15,057,568

長期貸付金 778,903 907,986

繰延税金資産 1,002,250 654,686

その他 2,141,880 2,111,789

貸倒引当金 △229,661 △238,123

投資その他の資産合計 16,744,570 18,493,907

固定資産合計 54,759,429 57,091,768

資産合計 78,573,228 81,002,877
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,577,542 3,391,901

短期借入金 2,250,000 3,800,000

リース債務 70,849 73,330

未払法人税等 336,729 20,463

賞与引当金 1,222,876 1,093,705

その他 1,586,854 1,531,226

流動負債合計 9,044,851 9,910,627

固定負債   

リース債務 210,858 245,402

繰延税金負債 8,995 573,186

退職給付引当金 4,641,468 4,664,222

役員退職慰労引当金 5,809 4,905

資産除去債務 412,800 －

未払役員退職慰労金 643,375 644,350

負ののれん 2,500,186 3,189,409

その他 138,747 113,212

固定負債合計 8,562,240 9,434,689

負債合計 17,607,091 19,345,316

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,350,704 2,350,704

資本剰余金 1,602,036 1,602,036

利益剰余金 55,559,887 54,746,315

自己株式 △1,758,889 △1,689,957

株主資本合計 57,753,739 57,009,099

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,854,077 3,928,177

為替換算調整勘定 △1,845,607 △1,582,798

評価・換算差額等合計 1,008,469 2,345,378

少数株主持分 2,203,927 2,303,083

純資産合計 60,966,136 61,657,560

負債純資産合計 78,573,228 81,002,877
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(2) 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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 22,263,475 26,504,676

売上原価 18,428,992 21,009,175

売上総利益 3,834,482 5,495,500

販売費及び一般管理費 4,305,449 4,548,074

営業利益又は営業損失（△） △470,967 947,426

営業外収益   

受取利息 32,899 16,271

受取配当金 136,487 146,325

負ののれん償却額 688,520 689,222

持分法による投資利益 41,993 35,963

為替差益 56,526 －

その他 209,212 115,287

営業外収益合計 1,165,639 1,003,070

営業外費用   

支払利息 6,896 11,974

投資事業組合運用損 3,285 603

為替差損 － 89,746

その他 6,172 5,817

営業外費用合計 16,354 108,141

経常利益 678,317 1,842,355

特別利益   

固定資産売却益 9,665 －

特別利益合計 9,665 －

特別損失   

固定資産除却損 5,310 －

投資有価証券評価損 74,142 147,551

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 346,694

特別損失合計 79,452 494,245

税金等調整前四半期純利益 608,529 1,348,110

法人税、住民税及び事業税 110,305 649,093

法人税等調整額 △89,732 △293,521

法人税等合計 20,572 355,571

少数株主損益調整前四半期純利益 － 992,538

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5,037 26,231

四半期純利益 592,994 966,306
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 11,421,776 13,435,701

売上原価 9,392,366 10,725,496

売上総利益 2,029,409 2,710,205

販売費及び一般管理費 2,013,382 2,291,613

営業利益 16,027 418,591

営業外収益   

受取利息 16,692 7,051

受取配当金 28,565 16,100

負ののれん償却額 344,611 344,611

持分法による投資利益 26,054 23,756

為替差益 10,643 －

その他 107,451 76,386

営業外収益合計 534,018 467,907

営業外費用   

支払利息 2,813 3,352

投資事業組合運用損 3,285 603

為替差損 － 41,508

その他 2,358 3,498

営業外費用合計 8,456 48,962

経常利益 541,588 837,536

特別利益   

固定資産売却益 6,116 －

投資有価証券評価損戻入益 170,183 －

特別利益合計 176,299 －

特別損失   

固定資産除却損 5,310 －

投資有価証券評価損 － 13,824

特別損失合計 5,310 13,824

税金等調整前四半期純利益 712,578 823,711

法人税、住民税及び事業税 83,608 572,711

法人税等調整額 27,128 △373,831

法人税等合計 110,736 198,879

少数株主損益調整前四半期純利益 － 624,832

少数株主利益 21,601 18,180

四半期純利益 580,240 606,651
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当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 
 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 
 該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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