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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 32,223 △5.7 2,041 0.8 2,174 △0.4 1,796 28.5
25年3月期第3四半期 34,157 △3.5 2,024 △38.0 2,182 △36.5 1,397 △27.1

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 2,237百万円 （47.5％） 25年3月期第3四半期 1,516百万円 （△10.2％）

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3四半期 41.54 ―
25年3月期第3四半期 32.32 ―

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 30,260 20,775 68.5
25年3月期 29,450 18,707 63.3
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 20,715百万円 25年3月期 18,653百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 7.00 7.00

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 45,000 △1.1 2,900 14.0 3,000 6.7 2,350 35.4 54.34



(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きの対象外であり、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きは終了していません。 
 

※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、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）３ページ「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 ―社 （社名） 、 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 43,448,099 株 25年3月期 43,448,099 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 200,372 株 25年3月期 200,372 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 43,247,727 株 25年3月期3Q 43,247,793 株
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（１）経営成績に関する説明 

  当第３四半期連結累計期間における世界経済は米国経済の緩やかな回復や欧州経済の持ち直しが見られるものの、

中国やインドをはじめとした新興国の成長鈍化などの影響から、全体の改善ペースはごく緩やかなものにとどまりま

した。わが国経済は政府の経済対策・金融政策効果を背景に、円高の是正や株価の回復が進み、輸出や個人消費を中

心に緩やかな回復基調を示してまいりました。当社事業の基盤となる京浜港の貿易量は、横浜港では輸入が堅調に 

推移し輸出は秋以降回復の兆しが見られ、東京港では底堅い好調傾向が輸出入共に継続しました。 

      

  また、当社グループではさらなる事業規模の拡大や新たなビジネス創出の体制を整えるべく、グループの強みであ

る重量物輸送関連業務を強化するための組織変更を行ったことから第１四半期連結会計期間よりプラント・物流事業

と致しました。 

  このような環境の下、当社グループの総力をあげて営業活動を展開した結果、セグメント別の業績は次の通りとな

りました。なお、以下の前年同四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた

数値で比較しております。 

  

上段：営業収入 下段：経常損益                                                               （百万円）

  

①港湾事業 

 当社の取扱量は、コンテナの取り扱いが東京港・横浜港共に堅調に推移しましたが、輸出完成車や建機の荷動きが

10月以降回復傾向に向かっているものの、上期の低調をカバーするには至らず、事業全体で前年同期に比べ減収とな

り、利益は前年同期並みとなりました。  

  

②プラント・物流事業 

 当社の輸出入貨物の取扱量について、輸入は引き続き堅調であったものの、輸出は回復には至りませんでした。一

方、国内の電力関連工事では予定していた作業が延期になり厳しい状況が続きましたが、その他工事では、橋梁の新

設等の公共投資が堅調であったことにより前年並みの取扱量で推移しました。海外の主要拠点であるシンガポールで

は、遅延した新規工事が影響し収入減の要因となりました。事業全体では、前年同期に比べ減収となり、利益は前年

同期並みとなりました。 

  

③その他 

 自社ビル等不動産の賃貸等があります。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

セグメントの状況 

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） 

増減額 増減率 

 港湾事業 
16,340 16,197  △143  %△0.9

1,618 1,690  71  %4.4

 プラント・物流事業 
17,376 15,657  △1,719  %△9.9

475 483  7  %1.7

 その他 
439 368  △70  %△16.1

88 1  △87    %△98.8
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（２）財政状態に関する説明 

 資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は302億６千万円となり、前連結会計年度末比８億１千万円の増加と

なりました。主な要因は、現金及び預金が３億３千１百万円、関係会社貸付金が24億２千３百万円増加した一方、受

取手形及び営業未収入金が14億４千３百万円減少したことによるものです。 

 負債は94億８千５百万円となり、前連結会計年度末比12億５千７百万円の減少となりました。主な要因は、支払手

形及び営業未払金が７億２百万円、借入金が４億１千７百万円減少した一方、未払法人税等が３億２千５百万円増加

したことによるものです。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末から20億６千７百万円増加し、207億７千５百万円となりました。主な

要因は、利益剰余金が16億２千７百万円、為替換算調整勘定が３億２千８百万円増加したことによるものです。  

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年４月30日に公表しました通期の連結業績予想から変更はあ

りません。 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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
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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 2,807,131 3,138,596

受取手形及び営業未収入金 9,720,618 8,277,386

貯蔵品 49,943 56,796

繰延税金資産 383,954 296,634

その他 933,192 3,342,197

貸倒引当金 △3,236 △8,201

流動資産合計 13,891,604 15,103,410

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,837,579 4,275,203

機械装置及び運搬具（純額） 1,553,210 1,348,175

工具、器具及び備品（純額） 246,981 323,730

土地 2,508,649 2,513,328

リース資産（純額） 327,537 306,917

建設仮勘定 202,151 205,306

有形固定資産合計 9,676,109 8,972,661

無形固定資産   

借地権 1,497,536 1,497,536

その他 223,778 237,058

無形固定資産合計 1,721,314 1,734,595

投資その他の資産   

投資有価証券 2,029,535 2,205,042

繰延税金資産 751,752 674,670

その他 1,403,296 1,578,510

貸倒引当金 △23,449 △8,197

投資その他の資産合計 4,161,133 4,450,025

固定資産合計 15,558,557 15,157,282

資産合計 29,450,162 30,260,692
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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   

支払手形及び営業未払金 3,881,065 3,179,041

短期借入金 555,386 280,000

1年内返済予定の長期借入金 196,248 95,800

リース債務 138,065 130,426

未払法人税等 132,501 458,180

未払費用 342,109 402,438

賞与引当金 700,630 439,416

役員賞与引当金 69,100 51,450

その他 903,112 710,840

流動負債合計 6,918,218 5,747,594

固定負債   

長期借入金 423,950 382,500

リース債務 256,627 233,311

繰延税金負債 5,397 4,488

退職給付引当金 2,560,258 2,591,817

役員退職慰労引当金 170,236 161,630

資産除去債務 27,306 27,757

その他 380,510 336,136

固定負債合計 3,824,287 3,737,641

負債合計 10,742,506 9,485,235

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,155,300 2,155,300

資本剰余金 330,659 330,659

利益剰余金 15,504,342 17,131,383

自己株式 △30,303 △30,303

株主資本合計 17,959,997 19,587,038

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 592,375 699,375

為替換算調整勘定 101,341 429,553

その他の包括利益累計額合計 693,716 1,128,929

少数株主持分 53,941 59,488

純資産合計 18,707,655 20,775,456

負債純資産合計 29,450,162 30,260,692
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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) 

営業収入 34,157,279 32,223,905

営業費用 27,315,724 24,997,820

営業総利益 6,841,555 7,226,085

販売費及び一般管理費 4,817,244 5,184,979

営業利益 2,024,310 2,041,106

営業外収益   

受取利息 18,250 23,615

受取配当金 47,929 47,074

持分法による投資利益 4,795 －

受取賃貸料 29,579 31,603

その他 74,002 57,138

営業外収益合計 174,556 159,431

営業外費用   

支払利息 13,464 8,570

持分法による投資損失 － 14,603

その他 3,136 3,023

営業外費用合計 16,601 26,197

経常利益 2,182,265 2,174,340

特別利益   

固定資産売却益 22,944 652,811

特別利益合計 22,944 652,811

特別損失   

固定資産除売却損 7,125 25,758

ゴルフ会員権評価損 6,780 －

その他 5,004 －

特別損失合計 18,910 25,758

税金等調整前四半期純利益 2,186,298 2,801,393

法人税、住民税及び事業税 532,908 867,070

法人税等調整額 255,698 138,023

法人税等合計 788,606 1,005,093

少数株主損益調整前四半期純利益 1,397,691 1,796,299

四半期純利益 1,397,691 1,796,299
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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 1,397,691 1,796,299

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △19,734 106,999

為替換算調整勘定 135,138 281,179

持分法適用会社に対する持分相当額 3,866 52,810

その他の包括利益合計 119,270 440,989

四半期包括利益 1,516,962 2,237,289

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,515,623 2,231,742

少数株主に係る四半期包括利益 1,338 5,547
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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）
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