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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 28,372 7.0 1,615 70.5 2,564 39.2 1,595 65.1
23年3月期第2四半期 26,504 19.1 947 ― 1,842 171.6 966 63.0

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 664百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △393百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 52.71 ―

23年3月期第2四半期 31.71 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 78,431 63,020 77.5
23年3月期 79,722 62,703 75.8

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  60,772百万円 23年3月期  60,461百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 5.00 ― 7.50 12.50
24年3月期 ― 5.00

24年3月期（予想） ― 5.00 10.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 56,500 4.4 2,800 26.1 4,500 8.7 2,900 9.2 95.84



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  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 

(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およ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およ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、添付
資料P２ 「（３）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

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 33,006,204 株 23年3月期 33,006,204 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 2,747,427 株 23年3月期 2,624,433 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 30,265,356 株 23年3月期2Q 30,472,812 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、東日本大震災による復興需要や個人消費の低迷か
ら持ち直しの動きがみられるものの、長引く円高、不安定な雇用情勢、設備投資の抑制等により景気の
先行きは不透明な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、前年同期と比
べ、輸出貨物は東日本大震災の影響により減少しましたが、輸入貨物は増加となりました。 

当社グループといたしましては、輸出貨物におきましては自動車、電気製品等の取扱は減少となりま
したが、一部の自動車部品、工作機械等の取扱が増加となりました。輸入貨物も非鉄金属等の取扱は減
少となりましたが、飼料、住宅建材等の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、283億72百万円と前年同
期と比べ18億67百万円（7.0％）の増収となりました。 

営業利益は、16億15百万円と前年同期と比べ６億67百万円（70.5％）の増益となりました。 
経常利益は、25億64百万円と前年同期と比べ７億21百万円（39.2％）の増益となりました。 
四半期純利益は、15億95百万円と前年同期と比べ６億28百万円（65.1％）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、280億56百万円と前年同期と比べ18億35百万円（7.0％）の増収

となりました。賃貸の売上高は、３億16百万円と前年同期と比べ31百万円（11.2％）の増収となりまし
た。 
  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて５億99百万円増加し、257億92百万円となりました。これ
は、売上高の増加により現金及び預金が３億65百万円増加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18億90百万円減少し、526億38百万円となりました。これ

は、株式時価の下落等により投資有価証券が18億22百万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12億91百万円減少し、784億31百万円となりました。 
流動負債は、前連結会計年度末に比べて８億52百万円減少し、83億45百万円となりました。これは、

主として短期借入金の返済による減少が５億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７億56百万円減少し、70億65百万円となりました。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３億17百万円増加し、630億20百万円となりました。これは、

主として利益剰余金が13億67百万円増加した一方で、その他有価証券評価差額金が９億92百万円減少し
たことなどによります。 
  

平成23年８月８日に公表いたしました平成24年３月期の連結業績予想に変更はありません。 

  

  

１．当四半期決算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。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報(その他)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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,074,721 12,439,768

受取手形及び売掛金 9,821,857 10,016,120

有価証券 119,123 119,174

繰延税金資産 920,483 815,876

未収還付法人税等 22,039 74,412

その他 2,274,419 2,362,361

貸倒引当金 △39,285 △35,081

流動資産合計 25,193,361 25,792,633

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 35,921,465 36,131,396

減価償却累計額 △22,309,708 △22,998,050

建物及び構築物（純額） 13,611,757 13,133,346

機械装置及び運搬具 11,513,141 11,619,059

減価償却累計額 △9,806,549 △9,957,576

機械装置及び運搬具（純額） 1,706,592 1,661,483

土地 20,813,422 20,821,754

リース資産 194,307 242,854

減価償却累計額 △59,003 △80,301

リース資産（純額） 135,304 162,553

建設仮勘定 110,347 －

その他 867,958 874,022

減価償却累計額 △740,159 △752,014

その他（純額） 127,799 122,007

有形固定資産合計 36,505,222 35,901,144

無形固定資産 922,908 892,012

投資その他の資産   

投資有価証券 13,759,382 11,937,324

長期貸付金 706,828 631,712

繰延税金資産 778,385 1,509,255

その他 2,071,294 1,990,523

貸倒引当金 △214,451 △223,075

投資その他の資産合計 17,101,440 15,845,740

固定資産合計 54,529,571 52,638,897

資産合計 79,722,932 78,431,531
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,791,062 3,829,937

短期借入金 1,200,000 700,000

リース債務 77,767 86,114

未払法人税等 1,031,604 582,176

賞与引当金 1,423,961 1,435,816

その他 1,673,143 1,711,317

流動負債合計 9,197,539 8,345,362

固定負債   

リース債務 213,251 212,521

繰延税金負債 12,933 14,276

退職給付引当金 4,587,330 4,659,847

役員退職慰労引当金 6,890 7,926

資産除去債務 415,783 418,835

未払役員退職慰労金 643,375 505,700

負ののれん 1,810,963 1,121,740

その他 131,568 124,633

固定負債合計 7,822,097 7,065,482

負債合計 17,019,636 15,410,844

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,350,704 2,350,704

資本剰余金 1,601,283 1,601,316

利益剰余金 57,097,539 58,464,910

自己株式 △1,815,172 △1,909,160

株主資本合計 59,234,355 60,507,770

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,285,803 2,293,608

為替換算調整勘定 △2,058,617 △2,028,587

その他の包括利益累計額合計 1,227,186 265,020

少数株主持分 2,241,753 2,247,895

純資産合計 62,703,295 63,020,686

負債純資産合計 79,722,932 78,431,531
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 26,504,676 28,372,319

売上原価 21,009,175 22,190,447

売上総利益 5,495,500 6,181,872

販売費及び一般管理費 4,548,074 4,566,723

営業利益 947,426 1,615,148

営業外収益   

受取利息 16,271 10,756

受取配当金 146,325 168,983

負ののれん償却額 689,222 689,222

持分法による投資利益 35,963 31,404

その他 115,287 121,352

営業外収益合計 1,003,070 1,021,721

営業外費用   

支払利息 11,974 2,286

投資事業組合運用損 603 244

為替差損 89,746 53,987

その他 5,817 16,333

営業外費用合計 108,141 72,852

経常利益 1,842,355 2,564,016

特別利益   

固定資産売却益 － 6,524

特別利益合計 － 6,524

特別損失   

投資有価証券評価損 147,551 156,764

子会社清算損 － 8,485

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 494,245 165,249

税金等調整前四半期純利益 1,348,110 2,405,291

法人税、住民税及び事業税 649,093 710,582

法人税等調整額 △293,521 49,474

法人税等合計 355,571 760,056

少数株主損益調整前四半期純利益 992,538 1,645,234

少数株主利益 26,231 50,001

四半期純利益 966,306 1,595,233
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 992,538 1,645,234

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,109,579 △1,011,973

為替換算調整勘定 △276,392 31,448

その他の包括利益合計 △1,385,972 △980,525

四半期包括利益 △393,433 664,709

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △370,601 633,068

少数株主に係る四半期包括利益 △22,832 31,641
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第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) 

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 

 
(注) １ セグメント利益の調整額5,287千円は、セグメント間取引消去であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業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23年４月１日  至  平成23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 

 
(注) １ セグメント利益の調整額4,838千円は、セグメント間取引消去であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

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）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結損益
計算書計上額
（注）２

港湾運送および
その関連

賃貸 計

売上高

 外部顧客への売上高 26,220,265 284,410 26,504,676 - 26,504,676

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

- 52,340 52,340 △ 52,340 -

計 26,220,265 336,751 26,557,016 △ 52,340 26,504,676

セグメント利益 751,131 191,006 942,138 5,287 947,426

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結損益
計算書計上額
（注）２

港湾運送および
その関連

賃貸 計

売上高

 外部顧客への売上高 28,056,090 316,229 28,372,319 - 28,372,319

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

- 49,769 49,769 △49,769 -

計 28,056,090 365,998 28,422,089 △49,769 28,372,319

セグメント利益 1,412,847 197,461 1,610,309 4,838 1,615,148

（５）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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