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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

※上場株式は優先株式であるため、優先株式についてのみ記載しております。 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

22年3月期第1四半期 658 △3.8 142 8.9 145 9.6 86 26.4
21年3月期第1四半期 684 ― 131 ― 132 ― 68 ―

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

22年3月期第1四半期 44.16 ―
21年3月期第1四半期 35.14 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第1四半期 9,119 4,995 54.8 2,500.56
21年3月期 9,308 4,908 52.7 2,457.09

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,995百万円 21年3月期  4,908百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
※上場株式は優先株式であるため、優先株式についてのみ記載しております。 

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 13.00 13.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想） ― ― 13.00 13.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
※上場株式は優先株式であるため、優先株式についてのみ記載しております。 

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 
累計期間

1,280 △7.0 310 15.0 310 13.1 190 29.9 95.14

通期 2,540 △5.5 580 14.1 580 12.2 340 8.6 171.17
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）普通株式は株式会社辰巳商會所有の非上場株式であり、上場株式は優先株式であります。 
 発行済株式数（優先株式） 
１．期末発行済株式数（自己株式を含む）    22年3月期第1四半期 1,540,000株 21年3月期        1,540,000株 
２．期末自己株式数                  22年3月期第1四半期    2,278株 21年3月期            2,278株 
３．期中平均株式数（四半期累計期間）      22年3月期第1四半期 1,537,722株 21年3月期第1四半期 1,537,834株 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 460,000株 21年3月期  460,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 460,000株 21年3月期第1四半期 460,000株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 
（１）経営成績 
（注）1株当たり四半期純利益44円16銭は上場している優先株式（154万株）に対するものであり、株式会社辰巳商會所有の普通株式（非上場46万株）の1
株当たり四半期純利益は40円11銭。 
２．配当の状況 
（注）優先株式は上場株式であり、普通株式は株式会社辰巳商會所有の非上場株式であります。 
３．22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（注）1株当たり予想当期純利益（通期）171円17銭は上場している優先株式（154万株）に対するものであり、株式会社辰巳商會所有の普通株式（非上場46
万株）の1株当たり予想当期純利益（通期）は166円92銭。 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、状況
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、輸出や生産が回復の兆しを見せてきているものの、雇用
情勢や個人消費の低迷は依然として続いており、先行き不透明な状況となっております。 
このような状況におきまして、当第１四半期会計期間の経営成績は、土地事業で大阪市から賃借してい

た市有地の大部分を返還したことによる駐車場収入の減少、物流事業で冷凍食品原材料等の取扱量が減少
したことなどにより、売上高は6億5千8百万円（前年同四半期比3.8％減）となりました。 
利益面では、諸経費の削減に努めたことにより、営業利益は1億4千2百万円（前年同四半期比8.9％

増）、経常利益は1億4千5百万円（前年同四半期比9.6％増）となり、特別損失で固定資産除却損が減少し
たことにより、四半期純利益は8千6百万円（前年同四半期比26.4％増）となりました。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 
当第1四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比べ1億8千8百万円減少し、91億1千9百万円

となりました。これは主に現金及び預金の減少によるものです。 
負債は、前事業年度末と比べ2億7千5百万円減少し、41億2千4百万円となりました。これは主に未払金

および受入敷金保証金の減少によるものです。 
純資産は、前事業年度末と比べ8千6百万円増加し、49億9千5百万円となりました。これは主に利益剰余

金の増加によるものです。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 
当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、4億6千1百万円と前事業年度末と比べ2億2千4

百万円の減少となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、1億1千4百万円の支出（前年同四半期は2億4千7百万円の支出）
となりました。これは主に税引前四半期純利益が1億4千6百万と前年同四半期と比べ22.2％の増益となり
ましたが、敷金・保証金の返還による支出があったためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、7千4百万円の支出（前年同四半期は4千9百万円の支出）となり
ました。これは定期預金の払戻による収入があったものの、有形固定資産の取得による支出があったため
であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、3千4百万円の支出（前年同四半期は5千8百万円の支出）となり
ました。これは長期借入金の返済及び配当金を支払ったためであります。 
  
なお、当事業年度より、5．【四半期財務諸表】(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】を開示してお

ります。 
  

平成22年3月期の業績予想につきましては、平成21年5月20日に公表いたしました業績予想からの変更は
ありません。 

  

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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税金費用の計算 
当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四

半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
  

該当事項はありません。 
  

  

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 461,888 835,911

受取手形及び売掛金 67,374 72,352

その他 133,165 53,445

貸倒引当金 △4,300 △3,600

流動資産合計 658,129 958,110

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 4,300,966 4,364,318

土地 2,235,798 2,065,201

その他（純額） 298,430 314,254

有形固定資産合計 6,835,196 6,743,775

無形固定資産 16,618 17,917

投資その他の資産   

投資有価証券 1,388,559 1,346,140

その他 221,544 242,732

貸倒引当金 △300 △300

投資その他の資産合計 1,609,803 1,588,573

固定資産合計 8,461,618 8,350,266

資産合計 9,119,747 9,308,376

負債の部   

流動負債   

買掛金 53,896 62,184

短期借入金 64,000 64,000

未払法人税等 60,219 36,995

賞与引当金 6,000 22,000

その他 468,377 494,050

流動負債合計 652,493 679,231

固定負債   

長期借入金 212,000 228,000

退職給付引当金 223,872 251,089

役員退職慰労引当金 30,750 50,500

修繕引当金 461,669 457,964

受入敷金保証金 2,494,243 2,682,518

その他 49,296 50,493

固定負債合計 3,471,832 3,720,564

負債合計 4,124,325 4,399,796
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 58,178 58,178

利益剰余金 4,816,581 4,754,350

自己株式 △3,405 △3,405

株主資本合計 4,971,354 4,909,122

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,068 △542

評価・換算差額等合計 24,068 △542

純資産合計 4,995,422 4,908,580

負債純資産合計 9,119,747 9,308,376
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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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 684,284 658,241

売上原価 444,968 427,697

売上総利益 239,316 230,544

販売費及び一般管理費   

役員報酬 23,050 25,100

給料及び手当 16,204 16,083

退職給付費用 2,991 2,571

役員退職慰労引当金繰入額 42,850 19,850

賞与引当金繰入額 1,575 1,632

貸倒引当金繰入額 600 700

その他 20,809 21,694

販売費及び一般管理費合計 108,080 87,631

営業利益 131,235 142,913

営業外収益   

受取利息 517 576

受取配当金 3,684 3,620

有価証券利息 1,886 1,886

その他 742 842

営業外収益合計 6,831 6,926

営業外費用   

支払利息 3,650 2,548

支払手数料 1,635 1,825

その他 70 2

営業外費用合計 5,356 4,376

経常利益 132,710 145,463

特別利益   

修繕引当金戻入額 － 2,900

特別利益合計 － 2,900

特別損失   

固定資産除却損 12,861 1,901

特別損失合計 12,861 1,901

税引前四半期純利益 119,849 146,461

法人税等 51,500 60,100

四半期純利益 68,349 86,361
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

(参考)前第１四半期累計期間
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 119,849 146,461

減価償却費 78,912 75,210

貸倒引当金の増減額（△は減少） 600 700

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,800 △16,000

修繕引当金の増減額（△は減少） 2,880 3,704

退職給付引当金の増減額（△は減少） △22,865 △27,216

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 25,350 △19,750

受取利息及び受取配当金 △6,088 △6,083

支払利息 3,650 2,548

固定資産除却損 5,093 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,598 8,016

仕入債務の増減額（△は減少） △8,738 △8,288

預り敷金及び保証金の返還による支出 △243,860 △200,902

預り敷金及び保証金の受入による収入 20,294 12,628

未収消費税等の増減額（△は増加） － 5,933

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,056 15,501

その他 △73,966 △76,420

小計 △114,033 △83,956

利息及び配当金の受取額 6,578 7,493

利息の支払額 △2,728 △1,607

法人税等の支払額 △137,303 △36,876

営業活動によるキャッシュ・フロー △247,485 △114,947

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 150,000

有形固定資産の取得による支出 △50,549 △226,867

貸付けによる支出 △600 △300

貸付金の回収による収入 2,477 2,406

その他 △1,176 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,849 △74,761

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △41,000 △16,000

配当金の支払額 △17,845 △18,314

財務活動によるキャッシュ・フロー △58,845 △34,314

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △356,180 △224,022

現金及び現金同等物の期首残高 703,488 685,911

現金及び現金同等物の四半期末残高 347,308 461,888

－8－

大阪港振興㈱(8810)平成22年3月期 第1四半期決算短信（非連結）



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。 
  
  
  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. その他の情報
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