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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第１四半期の連結業績（2022年４月１日～2022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)

売上高 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 ％

2023年３月期第１四半期 21,201 8.9 1,694 △8.8 2,049 △8.5 1,203 △20.7

2022年３月期第１四半期 19,472 28.6 1,858 207.1 2,239 132.4 1,517 101.4
(注)包括利益 2023年３月期第１四半期 1,841百万円( △6.7％) 2022年３月期第１四半期 1,974百万円( 176.6％)
　

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

2023年３月期第１四半期 40.37 ―

2022年３月期第１四半期 50.90 ―
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年３月期第１四半期 135,466 103,947 73.7

2022年３月期 131,928 102,721 74.9
(参考) 自己資本 2023年３月期第１四半期 99,882百万円 2022年３月期 98,786百万円
　

　

　

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

2022年３月期 ― 11.00 ― 20.50 31.50

2023年３月期 ―

2023年３月期(予想) 15.00 ― 15.00 30.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

(注) 2022年３月期期末配当金の内訳 普通配当18円 本社移転記念配当 2円50銭

　

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023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)

売上高 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) 40,000 1.8 2,800 △10.7 3,150 △11.4 1,950 △19.9 65.43

通期 80,000 △1.6 5,700 △11.7 6,250 △11.9 4,000 △13.5 134.21
(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

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
　

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 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 ： 有

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) 2023年３月期１Ｑ 33,006,204株 2022年３月期 33,006,204株

② 期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 3,202,199株 2022年３月期 3,202,199株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 29,804,005株 2022年３月期１Ｑ 29,804,129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
(将来に関する記述等についてのご注意)
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
意事項等については、添付資料２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。
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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けるわが国経済は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う海外都市封鎖や半導体不

足等により、生産活動が低迷したことで足踏み状態で推移しました。先行きにつきましては、ロシア・ウクライナ

情勢が見通せないなか、資源価格の高騰や急激な円安等により、依然として不透明な状況となっております。

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、輸出は自動車や自動車部品

等が減少し、輸入は原油等が減少しました。

当社グループといたしましては、輸出貨物は、機械は増加しましたが、自動車部品の取扱いが減少しました。輸

入貨物は、油脂原料の取扱いが増加しましたが、小麦は減少しました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の当社グループの連結売上高は212億１百万円と前年同期と比べ17億29

百万円（8.9％）の増収となりました。

営業利益は、16億94百万円と前年同期と比べ１億64百万円（8.8％）の減益となりました。

経常利益は、20億49百万円と前年同期と比べ１億89百万円（8.5％）の減益となりました。

親会社株主に帰属する四半期純利益は、12億３百万円と前年同期と比べ３億13百万円（20.7％）の減益となりま

した。

セグメントの経営成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、207億61百万円と前年同期と比べ16億84百万円（8.8％）の増収となりまし

た。賃貸の売上高は４億40百万円と前年同期と比べ44百万円（11.3％）の増収となりました。

（２）財政状態に関する説明

流動資産は、前連結会計年度末に比べて10億38百万円増加し、393億91百万円となりました。これは、現金及び預

金が10億40百万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24億99百万円増加し、960億74百万円となりました。これは、土地が14億

84百万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35億37百万円増加し、1,354億66百万円となりました。

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて８億68百万円減少し、157億98百万円となりました。これは、その他の流

動負債が22億61百万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31億79百万円増加し、157億19百万円となりました。これは、長期借入金

が26億90百万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12億26百万円増加し、1,039億47百万円となりました。これは、為替換算調

整勘定が９億８百万円増加したことなどによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2022年５月12日に公表いたしました2023年３月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
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 18,236,361 19,277,112

受取手形及び売掛金 14,652,372 14,451,761

電子記録債権 687,489 620,337

未収還付法人税等 95,329 68,132

その他 4,707,479 4,997,350

貸倒引当金 △26,292 △23,242

流動資産合計 38,352,740 39,391,452

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 71,412,704 72,239,758

減価償却累計額 △35,085,900 △35,634,132

建物及び構築物（純額） 36,326,803 36,605,626

機械装置及び運搬具 16,582,685 16,614,495

減価償却累計額 △12,679,648 △12,835,112

機械装置及び運搬具（純額） 3,903,037 3,779,383

土地 26,004,786 27,488,911

リース資産 865,791 872,161

減価償却累計額 △648,988 △671,760

リース資産（純額） 216,803 200,400

使用権資産 760,872 1,733,178

減価償却累計額 △170,831 △220,720

使用権資産（純額） 590,041 1,512,458

建設仮勘定 217,006 656,679

その他 2,389,395 2,445,847

減価償却累計額 △1,533,285 △1,611,078

その他（純額） 856,109 834,769

有形固定資産合計 68,114,589 71,078,229

無形固定資産

ソフトウエア 189,567 186,073

ソフトウエア仮勘定 122,696 155,834

リース資産 5,197 4,658

その他 42,248 41,560

無形固定資産合計 359,709 388,126

投資その他の資産

投資有価証券 20,765,863 20,187,051

長期貸付金 624,640 621,640

繰延税金資産 754,603 762,286

退職給付に係る資産 1,176,947 1,183,829

その他 1,984,305 2,058,654

貸倒引当金 △205,139 △205,139

投資その他の資産合計 25,101,221 24,608,322

固定資産合計 93,575,520 96,074,678

資産合計 131,928,260 135,466,130
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 5,442,523 5,775,351

短期借入金 2,500,000 4,100,000

1年内返済予定の長期借入金 247,444 589,756

リース債務 232,250 828,191

未払法人税等 846,241 252,464

賞与引当金 1,749,135 865,662

その他 5,649,190 3,387,216

流動負債合計 16,666,785 15,798,642

固定負債

長期借入金 3,547,687 6,238,514

リース債務 574,109 927,741

繰延税金負債 1,395,680 1,539,409

役員退職慰労引当金 8,411 8,786

退職給付に係る負債 4,100,613 4,121,029

資産除去債務 2,037,165 2,041,289

未払役員退職慰労金 179,625 179,625

その他 696,605 663,366

固定負債合計 12,539,897 15,719,761

負債合計 29,206,683 31,518,404

純資産の部

株主資本

資本金 2,350,704 2,350,704

資本剰余金 1,597,043 1,597,043

利益剰余金 90,103,348 90,695,434

自己株式 △2,304,833 △2,304,833

株主資本合計 91,746,264 92,338,350

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 7,704,605 7,318,573

為替換算調整勘定 △870,030 38,153

退職給付に係る調整累計額 205,503 187,632

その他の包括利益累計額合計 7,040,078 7,544,359

非支配株主持分 3,935,234 4,065,015

純資産合計 102,721,576 103,947,725

負債純資産合計 131,928,260 135,466,130
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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 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

売上高 19,472,891 21,201,970

売上原価 15,297,120 17,149,226

売上総利益 4,175,771 4,052,744

販売費及び一般管理費 2,317,406 2,358,666

営業利益 1,858,364 1,694,077

営業外収益

受取利息 3,378 2,073

受取配当金 418,597 420,552

為替差益 3,614 12,225

その他 30,182 53,235

営業外収益合計 455,772 488,087

営業外費用

支払利息 5,533 7,682

持分法による投資損失 68,943 124,868

その他 205 153

営業外費用合計 74,682 132,704

経常利益 2,239,454 2,049,459

特別損失

固定資産解体費用 - 152,254

投資有価証券評価損 - 3,926

特別損失合計 - 156,180

税金等調整前四半期純利益 2,239,454 1,893,279

法人税、住民税及び事業税 251,844 290,028

法人税等調整額 397,830 328,914

法人税等合計 649,674 618,943

四半期純利益 1,589,780 1,274,335

非支配株主に帰属する四半期純利益 72,713 71,267

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,517,067 1,203,068
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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 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

四半期純利益 1,589,780 1,274,335

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △111,507 △375,782

為替換算調整勘定 517,777 910,698

退職給付に係る調整額 △18,129 △18,606

持分法適用会社に対する持分相当額 △3,559 50,897

その他の包括利益合計 384,580 567,207

四半期包括利益 1,974,360 1,841,543

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,894,144 1,707,349

非支配株主に係る四半期包括利益 80,215 134,193
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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。

（会計方針の変更）

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)

（会計方針の変更）

（米国財務会計基準審議会会計基準編纂書（ASC）第842号「リース」の適用）

米国会計基準を採用している在外連結子会社は、当第１四半期連結会計期間より、ASC第842号「リース」を適

用しております。これにより、当該在外連結子会社における借手のリース取引については、原則としてすべての

リースを貸借対照表に資産及び負債として計上することといたしました。当該会計基準の適用にあたっては、経

過措置で認められている、当該会計基準の適用による累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しておりま

す。この結果、当第１四半期連結会計期間の期首において、主に有形固定資産の「使用権資産」が936,563千円、

流動負債の「リース債務」が596,435千円、固定負債の「リース債務」が386,255千円それぞれ増加しておりま

す。なお、この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
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（セグメント情報等）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６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

(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 19,077,557 395,334 19,472,891 ― 19,472,891

セグメント間の内部売上高
又は振替高

900 104,635 105,535 △105,535 ―

計 19,078,457 499,969 19,578,427 △105,535 19,472,891

セグメント利益 1,639,100 215,343 1,854,443 3,921 1,858,364

(注) １．セグメント利益の調整額3,921千円は、主にセグメント間取引の調整であります。

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１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６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

(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 20,761,940 440,029 21,201,970 ― 21,201,970

セグメント間の内部売上高
又は振替高

900 134,379 135,279 △135,279 ―

計 20,762,840 574,409 21,337,250 △135,279 21,201,970

セグメント利益 1,477,047 212,757 1,689,805 4,271 1,694,077

(注) １．セグメント利益の調整額4,271千円は、主にセグメント間取引の調整であります。

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。

　


