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(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(予想)の期末配当金については、未定であります。 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日）

（１）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１四半期 1,043 △11.8 △25 ― △8 ― △16 ―

25年３月期第１四半期 1,182 0.4 10 △69.1 25 △47.5 18 △61.2

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１四半期 △1 12 ―

25年３月期第１四半期 1 26 ―

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第１四半期 5,789 3,307 57.1

25年３月期 5,763 3,267 56.7

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 3,307百万円 25年３月期 3,267百万円

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

25年３月期 ― ― ― 2 00 2 00

26年３月期 ―

26年３月期(予想) ― ― ― ―

３．平成26年３月期の業績予想（平成25年４月１日～平成26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 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) 2,300 △1.9 40 8.1 50 △9.1 45 28.6 3 00

通期 4,600 △2.6 50 △59.7 70 △56.0 60 △30.2 3 99

soum
FASF会員マーク



  

 

 

 
  

・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、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いま

せん。 

  

1.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「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。  

2.平成26年３月期の配当金につきましては、現時点では未定とさせていただきます。今後の事業推移や

業績見通しを勘案の上で、決定次第速やかに開示を行う予定です。  

  

※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）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

（３）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) 26年３月期１Ｑ 15,400,000株 25年３月期 15,400,000株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 378,980株 25年３月期 378,440株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 15,021,290株 25年３月期１Ｑ 15,022,998株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期累計期間のわが国経済は、新政権による経済政策への期待感から、円安基調への転換や

株価の上昇など景況感に改善の兆しが見られたものの、中国などの新興国経済の減速懸念などから、依

然として先行きが不透明な状況で推移しました。  

このような情勢のもと、当第１四半期累計期間の売上高は10億４千３百万円となり、前年同期に比べ

１億３千９百万円、11.8％の減収となりました。 

一方、売上原価につきましては、荷役関係諸払費や人件費が減少したことから、９億７千１百万円と

なり、前年同期に比べ９千８百万円、9.2％の減少となりました。また、販売費及び一般管理費につい

ては、９千６百万円となり、前年同期に比べ６百万円、5.9％の減少となりました。 

この結果、当第１四半期累計期間の営業損失は２千５百万円（前年同期は、１千万円の営業利益）と

なり、経常損失は、受取配当金を収受したことなどにより、８百万円（前年同期は、２千５百万円の経

常利益）となりました。 

四半期純損失につきましては、１千６百万円（前年同期は、１千８百万円の四半期純利益）となりま

した。 
  
セグメント別の営業の概況は、次のとおりです。 

クレーンで取り扱う港湾貨物は、前年同期に比べ主に石炭とイルメナイトの荷役数量が大幅に減少

しました。これにより、荷役業務のほか、関連する海上運送業務につきましても取扱数量が減少しま

した。 

以上により、ばら貨物セグメントの売上高は４億３千２百万円となり、前年同期に比べ１億７千万

円、28.3％の減収となりました。 

石油類は、総取扱数量は減少したものの、工業原料油の保管数量が増加したため僅かに増収となり

ました。化学品類につきましては、一部の貨物の取扱数量が増加したことから増収となりました。 

以上により、液体貨物セグメントの売上高は３億３千４百万円となり、前年同期に比べ１千万円、

3.1％の増収となりました。 

危険物倉庫は、ほぼ前年同期並みの売上高となりました。低温倉庫は荷役業務で増収となりまし

た。冷蔵倉庫は取扱数量の増加により増収となりました。食材加工施設は保管料収入の減少により減

収となりました。 

以上により、物流倉庫セグメントの売上高は２億７千６百万円となり、前年同期に比べ２千１百万

円、8.2％の増収となりました。 

  

当第１四半期会計期間末の総資産は57億８千９百万円となり、前事業年度末に比べて２千６百万円増

加しました。現金及び預金が減少し、有形固定資産も減価償却の実施等により減少しましたが、投資有

価証券が時価の上昇により増加するなどしたことが主な理由であります。 

負債合計につきましては、買掛金などが増加したものの長期借入金等の有利子負債が減少したことか

ら、前事業年度末に比べて１千３百万円減少し、24億８千２百万円となりました。 

純資産合計につきましてはその他有価証券評価差額金の増加などにより前事業年度末に比べて３千９

百万円増加し、33億７百万円となりました。 

  

平成26年３月期の第２四半期累計期間と通期の業績予想につきましては、現在精査中であることから

平成25年５月15日に公表した数値といたします。ただし、先行きの見通しが立った時点で、修正の必要

がある場合は速やかに開示いたします。 

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

（ばら貨物セグメント）

（液体貨物セグメント）

（物流倉庫セグメント）

（２）財政状態に関する説明

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）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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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 622,626 553,179

受取手形及び売掛金 382,328 384,811

有価証券 30,071 40,108

貯蔵品 15,246 19,389

その他 86,102 76,262

貸倒引当金 △7,038 △6,981

流動資産合計 1,129,336 1,066,770

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,337,024 1,297,234

構築物（純額） 409,145 408,770

機械及び装置（純額） 595,807 565,889

その他（純額） 117,907 112,301

有形固定資産合計 2,459,885 2,384,195

無形固定資産 186,698 185,351

投資その他の資産   

投資有価証券 1,594,326 1,748,713

その他 393,191 404,420

投資その他の資産合計 1,987,518 2,153,134

固定資産合計 4,634,103 4,722,680

資産合計 5,763,439 5,789,451

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 198,074 288,491

1年内返済予定の長期借入金 402,410 371,920

未払法人税等 12,725 2,287

賞与引当金 39,401 56,902

その他 454,518 392,790

流動負債合計 1,107,129 1,112,391

固定負債   

社債 10,000 10,000

長期借入金 808,400 728,840

退職給付引当金 96 101

役員退職慰労引当金 88,794 81,414

環境対策引当金 60,635 59,455

資産除去債務 12,919 12,987

その他 407,723 476,856

固定負債合計 1,388,568 1,369,654

負債合計 2,495,698 2,482,046
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 770,000 770,000

資本剰余金 365,161 365,161

利益剰余金 1,706,746 1,659,845

自己株式 △53,768 △53,845

株主資本合計 2,788,139 2,741,160

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 479,602 566,244

評価・換算差額等合計 479,602 566,244

純資産合計 3,267,741 3,307,405

負債純資産合計 5,763,439 5,789,451
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 1,182,807 1,043,076

売上原価 1,069,906 971,848

売上総利益 112,900 71,227

販売費及び一般管理費 102,645 96,630

営業利益又は営業損失（△） 10,255 △25,403

営業外収益   

受取利息 718 737

受取配当金 15,291 18,372

その他 5,829 3,257

営業外収益合計 21,839 22,367

営業外費用   

支払利息 6,246 5,279

その他 26 1

営業外費用合計 6,273 5,280

経常利益又は経常損失（△） 25,822 △8,316

特別損失   

固定資産除却損 2,480 3,482

特別損失合計 2,480 3,482

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 23,342 △11,799

法人税、住民税及び事業税 4,518 945

法人税等調整額 △100 4,113

法人税等合計 4,418 5,058

四半期純利益又は四半期純損失（△） 18,923 △16,857
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）四半期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）

－7－

櫻島埠頭株式会社(9353)平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)




