
平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成26年2月6日

（百万円未満切捨て）

上場会社名名港海運株式会社 上場取引所 名
コード番号9357 URL http://www.meiko-trans.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 藤森 利雄
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 熊澤 幹男 TEL 052-661-8134
四半期報告書提出予定日 平成26年2月12日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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 ％

26年3月期第3四半期 45,433 6.1 2,564 3.7 3,079 △12.8 1,822 △22.7
25年3月期第3四半期 42,805 △0.6 2,472 △6.8 3,533 △13.4 2,356 8.2

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 4,553百万円 （91.1％） 25年3月期第3四半期 2,383百万円 （140.1％）

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

26年3月期第3四半期 60.67 ―
25年3月期第3四半期 78.44 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 87,385 72,998 80.8
25年3月期 82,739 68,719 80.3
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 70,614百万円 25年3月期 66,416百万円

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 
26年3月期第2四半期配当金の内訳 普通配当7円50銭 特別配当2円50銭 
26年3月期期末配当金(予想)の内訳 普通配当7円50銭 創立65周年記念配当2円50銭 

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

25年3月期 ― 7.50 ― 10.00 17.50
26年3月期 ― 10.00 ―
26年3月期（予想） 10.00 20.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 58,500 2.3 3,150 3.8 3,700 △14.8 2,350 △17.4 78.24



(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） ： 有 

(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 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

(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3ページ「(3)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。 

※ 注記事項

新規 2社 （社名）
MEIKO TRANS(HONG KONG)CO.,LT
D.、MEIKO TRANS POLSKA SP.Z O.O.

、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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） 26年3月期3Q 33,006,204 株 25年3月期 33,006,204 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 2,971,832 株 25年3月期 2,966,310 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 30,037,683 株 25年3月期3Q 30,043,607 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済および金融政策の進捗に伴い、円

安の進行や企業業績の回復、株価の上昇など、緩やかな回復基調となりました。 

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、自動車部品や鉄

鋼製品等の堅調な荷動きにより、輸出貨物は増加しましたが、輸入貨物は鉄鉱石等の減少により、前年

実績を下回りました。 

当社グループといたしましては、輸出貨物は機械等の取扱が増加となりましたが、自動車や自動車部

品の取扱は減少となりました。輸入貨物は食糧や木材の取扱が増加となりましたが、とうもろこしや非

鉄金属等の取扱は減少となりました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の当社グループの連結売上高は、454億33百万円と前年同

期と比べ26億28百万円（6.1％）の増収となりました。 

営業利益は、25億64百万円と前年同期と比べ91百万円（3.7％）の増益となりました。 

経常利益は、30億79百万円と前年同期と比べ４億53百万円（12.8％）の減益となりました。 

四半期純利益は、18億22百万円と前年同期と比べ５億34百万円（22.7％）の減益となりました。 

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、449億62百万円と前年同期と比べ26億53百万円（6.3％）の増収

となりました。賃貸の売上高は、４億71百万円と前年同期と比べ25百万円（5.1%）の減収となりまし

た。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて３億81百万円減少し、280億26百万円（前連結会計年度末比

1.3％減）となりました。これは、有形固定資産の取得等により現金及び預金が16億36百万円減少した

一方で、売上高の増加等により受取手形及び売掛金が10億24百万円増加したことが主な要因でありま

す。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて50億27百万円増加し、593億58百万円（前連結会計年度末比

9.3％増）となりました。これは、西部物流センターの完成等により建物及び構築物が13億84百万円増

加したことに加え、株式時価の上昇等により投資有価証券が31億６百万円増加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46億46百万円増加し、873億85百万円（前連結会計年

度末比5.6％増）となりました。 

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

（２）財政状態に関する説明
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流動負債は、前連結会計年度末に比べて７億34百万円減少し、71億56百万円（前連結会計年度末比

9.3％減）となりました。これは、賞与引当金が６億60百万円減少し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11億円増加し、72億30百万円（前連結会計年度末比18.0％

増）となりました。これは、株式時価の上昇等により繰延税金負債が８億88百万円増加したことなどに

よります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて42億79百万円増加し、729億98百万円（前連結会計年度末比

6.2％増）となりました。これは、主として利益剰余金が16億40百万円増加したことに加え、その他有

価証券差額金が20億16百万円増加したことなどによります。 

  

平成25年５月10日に公表いたしました平成26年３月期の連結業績予想に変更はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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当第３四半期連結累計期間より、当社の非連結子会社であったMEIKO TRANS(HONG KONG)CO.,LTD.及び

MEIKO TRANS POLSKA SP.Z O.O.の２社は重要性が増したことにより、連結の範囲に含めております。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

  当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
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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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,084,413 13,448,144

受取手形及び売掛金 10,355,618 11,379,646

有価証券 119,305 119,352

繰延税金資産 798,939 457,362

未収還付法人税等 56,349 50,764

その他 2,020,832 2,599,404

貸倒引当金 △26,806 △27,738

流動資産合計 28,408,652 28,026,935

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 37,240,130 39,308,840

減価償却累計額 △25,041,600 △25,725,602

建物及び構築物（純額） 12,198,530 13,583,238

機械装置及び運搬具 11,707,728 12,964,113

減価償却累計額 △10,398,176 △10,683,200

機械装置及び運搬具（純額） 1,309,551 2,280,912

土地 21,300,044 21,395,675

リース資産 360,942 466,619

減価償却累計額 △148,351 △199,909

リース資産（純額） 212,591 266,710

建設仮勘定 611,497 149,140

その他 944,589 1,166,312

減価償却累計額 △802,404 △889,740

その他（純額） 142,184 276,572

有形固定資産合計 35,774,400 37,952,249

無形固定資産 634,859 458,881

投資その他の資産   

投資有価証券 15,064,087 18,170,095

長期貸付金 514,760 495,524

繰延税金資産 594,611 441,832

その他 1,947,067 2,036,916

貸倒引当金 △199,326 △197,051

投資その他の資産合計 17,921,199 20,947,318

固定資産合計 54,330,459 59,358,449

資産合計 82,739,112 87,385,384
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,678,324 3,775,420

短期借入金 300,000 300,000

リース債務 108,069 122,555

未払法人税等 626,359 128,598

賞与引当金 1,440,325 779,486

その他 1,737,562 2,050,459

流動負債合計 7,890,641 7,156,520

固定負債   

リース債務 209,910 218,498

繰延税金負債 92,774 981,599

退職給付引当金 4,741,943 4,852,196

役員退職慰労引当金 11,446 12,650

資産除去債務 428,133 432,045

未払役員退職慰労金 504,925 477,100

負ののれん 24,582 1,404

その他 115,709 254,706

固定負債合計 6,129,425 7,230,201

負債合計 14,020,067 14,386,722

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,350,704 2,350,704

資本剰余金 1,601,320 1,601,404

利益剰余金 61,893,643 63,534,348

自己株式 △2,064,976 △2,070,940

株主資本合計 63,780,692 65,415,517

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,470,842 6,487,831

為替換算調整勘定 △1,835,192 △1,289,338

その他の包括利益累計額合計 2,635,650 5,198,492

少数株主持分 2,302,702 2,384,652

純資産合計 68,719,045 72,998,662

負債純資産合計 82,739,112 87,385,384
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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３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 42,805,397 45,433,538

売上原価 33,531,112 35,974,370

売上総利益 9,274,285 9,459,167

販売費及び一般管理費 6,801,509 6,894,548

営業利益 2,472,775 2,564,618

営業外収益   

受取利息 14,602 18,401

受取配当金 288,241 333,898

負ののれん償却額 543,964 97,386

持分法による投資利益 55,297 8,822

為替差益 51,510 8,819

その他 112,857 108,320

営業外収益合計 1,066,473 575,649

営業外費用   

支払利息 1,174 811

固定資産除却損 2,610 51,773

会員権評価損 1,300 7,900

その他 1,044 253

営業外費用合計 6,130 60,737

経常利益 3,533,118 3,079,530

特別利益   

関係会社株式売却益 287,600 －

特別利益合計 287,600 －

特別損失   

投資有価証券評価損 101,807 －

特別損失合計 101,807 －

税金等調整前四半期純利益 3,718,910 3,079,530

法人税、住民税及び事業税 961,082 945,459

法人税等調整額 328,307 236,330

法人税等合計 1,289,389 1,181,790

少数株主損益調整前四半期純利益 2,429,521 1,897,739

少数株主利益 72,873 75,354

四半期純利益 2,356,647 1,822,384
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,429,521 1,897,739

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △37,533 2,081,755

為替換算調整勘定 △8,471 574,366

その他の包括利益合計 △46,005 2,656,121

四半期包括利益 2,383,516 4,553,861

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,312,087 4,385,226

少数株主に係る四半期包括利益 71,429 168,634
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31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6,976千円は、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３四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31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8,790千円は、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。 

  

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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 42,308,719 496,678 42,805,397 - 42,805,397

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

- 72,670 72,670 △72,670 -

計 42,308,719 569,348 42,878,068 △72,670 42,805,397

セグメント利益 2,082,965 382,832 2,465,798 6,976 2,472,775
 

          (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 44,962,382 471,155 45,433,538 - 45,433,538

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

- 82,357 82,357 △82,357 -

計 44,962,382 553,512 45,515,895 △82,357 45,433,538

セグメント利益 2,183,224 372,604 2,555,828 8,790 2,564,618
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