
2022年６月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2022年８月10日

上 場 会 社 名 伏木海陸運送株式会社 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 9361 URL https://www.fkk-toyama.co.jp
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名)川西 邦夫
問合せ先責任者 (役職名) 取締役総務部長 (氏名)林 延佳 (TEL)0766-45-1111
定時株主総会開催予定日 2022年９月28日 配当支払開始予定日 2022年９月29日
有価証券報告書提出予定日 2022年９月29日
決算補足説明資料作成の有無 ： 無

決算説明会開催の有無 ： 無
　

(百万円未満切捨て)
１．2022年６月期の連結業績（2021年７月１日～2022年６月30日）
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年６月期 12,209 △1.2 781 71.3 937 40.0 412 5.2

2021年６月期 12,354 △6.5 456 △37.9 669 △17.5 392 △37.1
(注) 包括利益 2022年６月期 522百万円( 17.1％) 2021年６月期 446百万円(△28.5％)
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2022年６月期 159.36 － 4.2 4.2 6.4

2021年６月期 151.48 － 4.1 3.0 3.7
(参考) 持分法投資損益 2022年６月期 △4百万円 2021年６月期 △87百万円
　

　

（２）連結財政状態

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

2022年６月期 22,217 11,004 44.7 3,839.23

2021年６月期 22,609 10,645 42.6 3,720.92
(参考) 自己資本 2022年６月期 9,939百万円 2021年６月期 9,633百万円
　

　

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

2022年６月期 1,363 △288 △1,091 1,765

2021年６月期 1,038 △1,435 △111 1,775
　

　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

2021年６月期 － 15.00 － 20.00 35.00 90 23.1 1.0

2022年６月期 － 20.00 － 30.00 50.00 129 31.4 1.3

2023年６月期(予想) － 20.00 － 30.00 50.00 －

３．2023年６月期の連結業績予想（2022年７月１日～2023年６月30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) 6,500 10.2 420 82.3 460 29.1 250 224.4 96.56

通期 12,550 2.8 830 6.2 900 △4.0 500 21.2 193.12

　　



※ 注記事項

（１）期中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

　 新規 ―社 (社名) 、除外 ―社 (社名)
　

　

（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 ： 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
　

詳細は、添付資料Ｐ.14「３.連結財務諸表及び主な注記(５)連結財務諸表に関する注記事項(会計方針の変更)」を
ご覧ください。

　

（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) 2022年６月期 2,615,400株 2021年６月期 2,615,400株

② 期末自己株式数 2022年６月期 26,406株 2021年６月期 26,381株

③ 期中平均株式数 2022年６月期 2,589,012株 2021年６月期 2,589,079株
　

　

(参考) 個別業績の概要
１．2022年６月期の個別業績（2021年７月１日～2022年６月30日）
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年６月期 6,993 △3.3 478 66.4 586 37.5 585 104.4

2021年６月期 7,229 △6.5 287 △33.6 426 △11.3 286 16.3
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

2022年６月期 225.43 －

2021年６月期 110.30 －
　

　

（２）個別財政状態

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

2022年６月期 11,642 7,129 61.2 2,746.37

2021年６月期 11,274 6,636 58.9 2,556.26

(参考) 自己資本 2022年６月期 7,129百万円 2021年６月期 6,636百万円
　

　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です
　

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見直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、添付資料Ｐ.３「１.経営成績等の概況
(４)今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症が拡大と減少を繰り返し、景気は一部に持

ち直しの動きが見られたものの、本格的な回復には至りませんでした。また、ウクライナ情勢など地政学的リス

クが増加したことで資源価格の高騰が一層進み、先行き不透明な状況で推移しました。

このような事業環境のなか、当社企業グループでは、主力の港運事業で港湾物流手続きの電子化により営業活

動を推進し、港湾荷役作業の効率化に向けた設備投資も実施しました。また、長引く新型コロナウイルス感染症

の影響を大きく受ける個人消費関連の分野では、事業の再構築に努めました。

この結果、当連結会計年度の売上高は122億９百万円（前年同期比１億４千５百万円、1.2％の減収）、営業利

益は７億８千１百万円（前年同期比３億２千５百万円、71.3％の増益）、経常利益は９億３千７百万円（前年同

期比２億６千７百万円、40.0％の増益）、親会社株主に帰属する当期純利益は４億１千２百万円（前年同期比２

千万円、5.2％の増益）となりました。

各セグメントの経営成績の状況に関する分析は次のとおりであります。

［港運事業］

港運事業の売上高は、85億６千２百万円（前年同期比２億６千２百万円、3.0％減収）となりましたが、原料の

輸入やコンテナ等の取扱貨物が増加し、セグメント利益は10億７千７百万円（前年同期比２億３千９百万円、

28.6％増益）となりました。なお、収益認識会計基準等の適用により、売上高は、12億５千３百万円減少してお

ります。主な輸移入貨物は、ウッドチップ、石炭、コンテナ貨物、オイルコークス、工業塩、原木・製材、アル

ミ地金、鋼材等であり、輸移出貨物は、コンテナ貨物や自動車等であります。

［不動産事業］

不動産事業の売上高は、11億３千３百万円（前年同期比１億３千３百万円、13.3％増収）、セグメント利益は

２億４千１百万円（前年同期比７千５百万円、45.2％増益）となりました。売上の増収は主に、一戸建住宅の販

売増によるもので、セグメント利益の増益は、賃貸物件の増加によるものです。

［繊維製品製造事業］

繊維製品製造事業の売上高は、衣料や国内自動車向け需要の低迷により17億３千１百万円（前年同期比１千１

百万円、0.7％増収）とほぼ昨年並みとなりましたが、経費の圧縮によりセグメント損失は４千４百万円（前年同

期はセグメント損失１億４千２百万円）となりました。

［その他事業］

その他事業の売上高は、８億６千６百万円（前年同期比３千３百万円、3.7％減収）、セグメント損失は１千６

百万円（前年同期はセグメント利益１千３百万円）となりました。売上の減収は、主に繊維製品卸売の取扱が減

少したことによるもので、セグメント損失は、新型コロナウイルス感染症の影響により観光需要が低迷している

旅行業の減益によるものです。

（２）当期の財政状態の概況

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べて３億９千２百万円減少し、222億１千７百万円となり

ました。総資産の減少の主な要因は、流動資産が受取手形、売掛金及び契約資産等の増加により３千９百万円増

加したものの、固定資産が有形固定資産の売却等により４億３千１百万円減少したことなどによるものです。

負債につきましては、前連結会計年度末に比べて７億５千１百万円減少し、112億１千２百万円となりました。

負債の減少の主な要因は、流動負債が未払法人税等の増加により２億２千８百万円増加したものの、固定負債が

長期借入金等の減少で９億８千１百万円減少したことなどによるものです。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて３億５千９百万円増加し、110億４百万円となりました。純

資産の増加の主な要因は、利益剰余金が２億６千３百万円、非支配株主持分が５千３百万円増加したことなどに

よるものです。

　



伏木海陸運送株式会社(9361) 2022年６月期 決算短信

ー 3 ー

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、営業活動による収入超過13億６千３百万円、投資活動によ

る支出超過２億８千８百万円、財務活動による支出超過10億９千１百万円等により前連結会計年度末に比べて１

千万円減少し、17億６千５百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は次のとおりであります。

　

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞

税金等調整前当期純利益８億９千４百万円に減価償却費７億４千２百万円、売上債権の増加△７千６百万円、

仕入債務の減少△１千５百万円などを加えた結果、営業活動での収入超過が13億６千３百万円となり、前連結会

計年度比３億２千５百万円の収入増加となりました。

　

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞

有形固定資産の売却による収入３億７千９百万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出５億８千８百

万円などにより２億８千８百万円の支出超過となり、前連結会計年度比11億４千７百万円の支出減少となりまし

た。

　

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

長期借入13億５千７百万円、同返済22億３千１百万円などにより10億９千１百万円の支出超過となり、前連結

会計年度比９億７千９百万円の支出減少となりました。

当企業集団の財政状態及びキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

2020年６月期 2021年６月期 2022年６月期

自己資本比率（％） 41.8 42.6 44.7

時価ベースの自己資本比率（％） 13.6 14.9 15.4

債務償還年数（年） 4.3 6.9 4.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 28.1 17.6 24.5

（注）１．自己資本比率： 自己資本/総資産

時価ベースの自己資本比率： 株式時価総額/総資産

債務償還年数： 有利子負債/営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ： 営業キャッシュ・フロー/利払い額

① 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

② 株式時価総額は、期末株価終値 × 期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しておりま

　 す。

③ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロ

　 ーを使用しております。

④ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている社債、借入金の合計額を対象としております。

　 また、利払い額については、連結キャッシュ・フロー計算書の支払額を使用しております。

（４）今後の見通し

今後の見通しにつきましては、地政学的リスクの高まりによる資源価格の高騰や、新型コロナウイルス感染症

の影響等、先行き不透明な状況が継続するものの、社会経済活動を正常化していく取組みの中で景気は持ち直し

ていくことが期待されており、「2023年６月期の連結業績予想」に記載のとおり第２四半期（累計）・通期でそ

れぞれ増収を見込んでおります。

（５）継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。
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２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社企業グループの利害関係者の多くは、国内の株主、債権者、取引先等であり、また海外からの資金調達の必

要性が乏しいことから、会計基準につきましては、日本基準を適用しております。

なお、今後につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）の適用について適切に

対応していく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年６月30日)

当連結会計年度
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,381,201 2,353,708

受取手形及び売掛金 2,114,843 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 2,192,206

商品及び製品 148,065 130,119

仕掛品 91,260 129,489

原材料及び貯蔵品 107,077 118,731

その他 158,763 116,187

貸倒引当金 △1,696 △1,650

流動資産合計 4,999,514 5,038,792

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 8,326,659 8,355,426

減価償却累計額 △4,453,295 △4,666,301

建物及び構築物（純額） 3,873,364 3,689,124

機械装置及び運搬具 7,091,512 7,191,614

減価償却累計額 △5,894,631 △6,099,714

機械装置及び運搬具（純額） 1,196,880 1,091,899

土地 9,188,062 9,000,232

建設仮勘定 2,083 9,507

その他 591,712 600,106

減価償却累計額 △501,024 △526,035

その他（純額） 90,687 74,070

有形固定資産合計 14,351,078 13,864,834

無形固定資産

その他 55,088 57,606

無形固定資産合計 55,088 57,606

投資その他の資産

投資有価証券 2,367,888 2,416,689

長期貸付金 167,861 155,521

繰延税金資産 125,569 145,431

その他 545,565 541,396

貸倒引当金 △3,037 △3,131

投資その他の資産合計 3,203,847 3,255,908

固定資産合計 17,610,014 17,178,349

資産合計 22,609,529 22,217,142
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年６月30日)

当連結会計年度
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 979,940 965,072

短期借入金 161,000 66,000

1年内返済予定の長期借入金 1,646,605 1,674,757

1年内償還予定の社債 － 100,000

未払金 70,428 58,624

未払法人税等 108,167 337,041

未払消費税等 117,083 117,918

賞与引当金 23,000 14,842

役員賞与引当金 38,627 36,174

その他 659,777 663,812

流動負債合計 3,804,629 4,034,243

固定負債

社債 1,000,000 900,000

長期借入金 4,406,299 3,585,437

繰延税金負債 283,372 299,291

役員退職慰労引当金 235,759 215,451

製品保証引当金 22,000 22,024

長期預り保証金 882,470 829,367

特別修繕引当金 － 2,400

退職給付に係る負債 1,118,683 1,113,628

資産除去債務 199,000 199,000

その他 12,116 11,879

固定負債合計 8,159,701 7,178,479

負債合計 11,964,331 11,212,722

純資産の部

株主資本

資本金 1,850,500 1,850,500

資本剰余金 1,452,432 1,452,432

利益剰余金 6,145,393 6,408,529

自己株式 △40,470 △40,503

株主資本合計 9,407,855 9,670,959

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 242,972 250,676

退職給付に係る調整累計額 △17,300 18,098

その他の包括利益累計額合計 225,671 268,775

非支配株主持分 1,011,670 1,064,685

純資産合計 10,645,198 11,004,419

負債純資産合計 22,609,529 22,217,142
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2020年７月１日
　至 2021年６月30日)

当連結会計年度
(自 2021年７月１日
　至 2022年６月30日)

売上高 12,354,201 12,209,025

売上原価 10,697,945 10,224,021

売上総利益 1,656,256 1,985,003

販売費及び一般管理費

役員報酬 187,419 197,346

給料及び手当 334,187 346,019

賞与引当金繰入額 11,350 6,570

役員賞与引当金繰入額 36,614 35,500

退職給付費用 16,609 30,351

役員退職慰労引当金繰入額 20,742 22,189

その他の人件費 98,180 93,829

減価償却費 54,193 54,019

その他一般管理費 440,427 417,325

販売費及び一般管理費合計 1,199,724 1,203,152

営業利益 456,531 781,851

営業外収益

受取利息 680 712

受取配当金 53,179 78,449

助成金収入 286,190 108,413

受取保険金 520 93

その他 27,137 30,898

営業外収益合計 367,708 218,567

営業外費用

支払利息 59,352 55,677

持分法による投資損失 87,654 4,340

その他 7,666 3,315

営業外費用合計 154,674 63,333

経常利益 669,566 937,086

特別利益

固定資産売却益 33,284 73,029

移転補償金 41,510 －

投資有価証券売却益 1,999 －

補助金収入 － 30,194

災害に伴う受取保険金 2,354 2,262

特別利益合計 79,148 105,486

特別損失

固定資産売却損 7,645 38,083

固定資産除却損 11,018 3,405

固定資産圧縮損 750 30,194

減損損失 760 10,322

移転関連費用 37,026 －

投資有価証券売却損 － 60,752

投資有価証券評価損 3,435 －

災害による損失 1,741 1,940

その他 168 3,423

特別損失合計 62,547 148,122
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2020年７月１日
　至 2021年６月30日)

当連結会計年度
(自 2021年７月１日
　至 2022年６月30日)

税金等調整前当期純利益 686,168 894,450

法人税、住民税及び事業税 245,444 436,945

法人税等調整額 24,480 △22,990

法人税等合計 269,925 413,954

当期純利益 416,243 480,495

非支配株主に帰属する当期純利益 24,041 67,900

親会社株主に帰属する当期純利益 392,201 412,595
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2020年７月１日
　至 2021年６月30日)

当連結会計年度
(自 2021年７月１日
　至 2022年６月30日)

当期純利益 416,243 480,495

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 55,770 6,479

退職給付に係る調整額 △32,358 35,399

持分法適用会社に対する持分相当額 6,676 170

その他の包括利益合計 30,088 42,048

包括利益 446,332 522,544

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 423,607 455,699

非支配株主に係る包括利益 22,724 66,845
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（３）連結株主資本等変動計算書

　前連結会計年度(自 2020年７月１日 至 2021年６月30日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,850,500 1,452,432 5,844,057 △40,340 9,106,649

当期変動額

剰余金の配当 △90,865 △90,865

親会社株主に帰属す

る当期純利益
392,201 392,201

連結子会社と非連結

子会社との合併に伴

う変動額

－

自己株式の取得 △129 △129

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － 301,335 △129 301,206

当期末残高 1,850,500 1,452,432 6,145,393 △40,470 9,407,855

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券評価差

額金

退職給付に係る調整累

計額

その他の包括利益累計

額合計

当期首残高 179,207 15,057 194,265 990,216 10,291,131

当期変動額

剰余金の配当 △90,865

親会社株主に帰属す

る当期純利益
392,201

連結子会社と非連結

子会社との合併に伴

う変動額

－

自己株式の取得 △129

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

63,764 △32,358 31,406 21,454 52,860

当期変動額合計 63,764 △32,358 31,406 21,454 354,067

当期末残高 242,972 △17,300 225,671 1,011,670 10,645,198
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　当連結会計年度(自 2021年７月１日 至 2022年６月30日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,850,500 1,452,432 6,145,393 △40,470 9,407,855

当期変動額

剰余金の配当 △103,842 △103,842

親会社株主に帰属す

る当期純利益
412,595 412,595

連結子会社と非連結

子会社との合併に伴

う変動額

△45,617 △45,617

自己株式の取得 △32 △32

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － 263,135 △32 263,103

当期末残高 1,850,500 1,452,432 6,408,529 △40,503 9,670,959

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券評価差

額金

退職給付に係る調整累

計額

その他の包括利益累計

額合計

当期首残高 242,972 △17,300 225,671 1,011,670 10,645,198

当期変動額

剰余金の配当 △103,842

親会社株主に帰属す

る当期純利益
412,595

連結子会社と非連結

子会社との合併に伴

う変動額

△45,617

自己株式の取得 △32

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

7,704 35,399 43,103 53,014 96,118

当期変動額合計 7,704 35,399 43,103 53,014 359,221

当期末残高 250,676 18,098 268,775 1,064,685 11,004,419
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2020年７月１日
　至 2021年６月30日)

当連結会計年度
(自 2021年７月１日
　至 2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 686,168 894,450

減価償却費 754,479 742,050

貸倒引当金の増減額（△は減少） △118 20

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,678 △9,357

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 7,736 45,859

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,775 △20,307

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 8,914 △2,452

受取利息及び受取配当金 △53,860 △79,162

助成金収入 △286,190 △108,413

支払利息 59,352 55,677

持分法による投資損益（△は益） 87,654 4,340

有形固定資産売却損益（△は益） △25,639 △34,946

有形固定資産除却損 11,018 3,405

固定資産圧縮損 750 30,194

補助金収入 － △30,194

減損損失 760 10,322

投資有価証券売却損益（△は益） △1,999 60,752

投資有価証券評価損益（△は益） 3,435 －

移転補償金 △41,510 －

移転関連費用 37,026 －

売上債権の増減額（△は増加） △265,897 △76,224

棚卸資産の増減額（△は増加） 18,883 △31,937

仕入債務の増減額（△は減少） 152,878 △15,368

未払消費税等の増減額（△は減少） △18,123 492

未払費用の増減額（△は減少） 68,154 10,099

預り保証金の増減額（△は減少） △17,632 △53,103

製品保証引当金の増減額（△は減少） △18,000 24

その他 △70,494 39,912

小計 1,104,203 1,436,131

利息及び配当金の受取額 54,754 80,267

利息の支払額 △59,018 △55,729

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △337,470 △215,504

移転補償金の受取額 12,460 －

助成金の受取額 300,436 118,350

移転関連費用の支払額 △37,026 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,038,339 1,363,515
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2020年７月１日
　至 2021年６月30日)

当連結会計年度
(自 2021年７月１日
　至 2022年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △239,304 △224,500

定期預金の払戻による収入 198,696 241,199

有形固定資産の取得による支出 △1,515,194 △588,333

有形固定資産の売却による収入 156,894 379,189

無形固定資産の取得による支出 △6,428 △15,170

投資有価証券の取得による支出 △24,567 △376,161

投資有価証券の売却による収入 2,000 272,480

長期貸付けによる支出 △33,000 △36,000

長期貸付金の回収による収入 20,600 19,200

補助金の受取額 － 30,194

無形固定資産の売却による収入 － 107

その他 4,308 9,290

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,435,994 △288,503

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △260,000 △100,000

長期借入れによる収入 1,858,300 1,357,800

長期借入金の返済による支出 △2,117,575 △2,231,705

社債の発行による収入 600,000 －

社債の償還による支出 △100,000 －

自己株式の取得による支出 △129 △32

配当金の支払額 △90,865 △103,842

非支配株主への配当金の支払額 △1,270 △13,830

リース債務の返済による支出 △237 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △111,777 △1,091,610

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △509,433 △16,598

現金及び現金同等物の期首残高 2,285,370 1,775,936

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

－ 5,805

現金及び現金同等物の期末残高 1,775,936 1,765,143
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（５）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。

(会計方針の変更)

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識基準」という。）等を

当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービス

と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、収益と費用を総額で認識

していた取引のうち、代理人として行われる取引については、純額で収益を認識することとしております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首

の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

　この結果、当連結会計年度の売上高及び売上原価が1,283,035千円それぞれ減少しております。また、利益剰余金

の当期首残高に与える影響はありません。

　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた

「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといた

しました。なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表

示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、

前連結会計年度に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業

会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新た

な会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる当連結財務諸表に与える影響はありませ

ん。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１ 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位の内分離された財務情報が入手可能であり、最高経営意思

決定機関である取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価する為に、定期的に検討を行う対象となって

おります。

当社グループはサービス別セグメントから構成されており、当社の報告セグメントは、港運事業、不動産事業、

繊維製品製造事業としております。

各報告セグメントの事業内容は次のとおりであります。

(1) 港運事業

　 港湾運送事業、通関業、船舶代理店業、貨物自動車運送業、ローリー運送業、通運業、貨物の入出庫保管

(2) 不動産事業

　 不動産賃貸、駐車場経営、住宅事業

(3) 繊維製品製造事業

　 ニット製造業
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２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ

る記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であり、セグメント間の内部売上高

又は振替高は市場実勢価格に基づいております。

　

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 2020年７月１日 至 2021年６月30日)

(単位：千円)

報告セグメント
その他事業

　
(注)４

合 計
調整額

(注)１・２

連結財務諸表
計上額
(注)３港運事業 不動産事業

繊維製品
製造事業

計

売上高

外部顧客に対する
売上高

8,812,899 969,570 1,720,159 11,502,629 851,572 12,354,201 － 12,354,201

セグメント間の内部
売上高又は振替高

11,679 30,183 － 41,863 48,151 90,015 △90,015 －

計 8,824,579 999,754 1,720,159 11,544,492 899,723 12,444,216 △90,015 12,354,201

セグメント利益又はセグ
メント損失(△)

838,274 166,313 △142,014 862,573 13,614 876,188 △419,656 456,531

セグメント資産 10,997,562 6,951,764 2,527,834 20,477,161 971,629 21,448,791 1,160,738 22,609,529

その他の項目

減価償却費 489,774 130,072 120,857 740,704 14,781 755,486 △1,007 754,479

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額

395,812 1,067,451 41,959 1,505,222 9,800 1,515,023 － 1,515,023

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△419,656千円は各報告セグメントに分配していない全社費用△

420,663千円及び未実現利益の調整額1,007千円であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般

管理費であります。

２．セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。

３．セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

４．「その他事業」の区分は、報告セグメントに含まれない、事業セグメントであり、旅行業及び繊維製品卸売

業等を含んでおります。
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当連結会計年度(自 2021年７月１日 至 2022年６月30日)

(単位：千円)

報告セグメント
その他事業

　
(注)４

合 計
調整額

(注)１・２

連結財務諸表
計上額
(注)３港運事業 不動産事業

繊維製品
製造事業

計

売上高

顧客との契約から
生じる収益

8,530,891 524,163 1,719,767 10,774,822 810,231 11,585,054 － 11,585,054

その他の収益 (注)５
19,800 592,155 12,015 623,970 － 623,970 － 623,970

外部顧客への売上高 8,550,691 1,116,319 1,731,782 11,398,793 810,231 12,209,025 － 12,209,025

セグメント間の内部
売上高又は振替高

11,343 16,802 － 28,146 55,798 83,945 △83,945 －

計 8,562,034 1,133,121 1,731,782 11,426,939 866,030 12,292,970 △83,945 12,209,025

セグメント利益又はセグ
メント損失(△)

1,077,643 241,533 △44,911 1,274,265 △16,946 1,257,318 △475,466 781,851

セグメント資産 11,296,376 6,565,013 2,468,074 20,329,464 916,045 21,245,509 971,633 22,217,142

その他の項目

減価償却費 483,480 130,915 104,135 718,531 24,514 743,046 △996 742,050

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額

472,710 17,761 48,287 538,759 1,282 540,042 － 540,042

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△475,466千円は各報告セグメントに分配していない全社費用 △

476,463千円及び未実現利益の調整額996千円であります。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管

理費であります。

２．セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。

３．セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

４．「その他事業」の区分は、報告セグメントに含まれない、事業セグメントであり、旅行業及び繊維製品卸売

業等を含んでおります。

５．その他の収益は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸料収入等であります。

４ 報告セグメントの変更等に関する事項

(会計方針の変更)に記載のとおり、当連結会計年度の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会

計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。

当該変更により、従来の方法に比べて、当連結会計年度の売上高が、港運事業で1,253,843千円、その他事業で

29,192千円、それぞれ減少しております。なお、セグメント利益又はセグメント損失に与える影響はありません。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2020年７月１日
至 2021年６月30日)

当連結会計年度
(自 2021年７月１日
至 2022年６月30日)

１株当たり純資産額 3,720.92円 3,839.23円

１株当たり当期純利益 151.48円 159.36円

(注)１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については潜在株式がないため記載をしておりません。

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

（2021年６月30日）
当連結会計年度

（2022年６月30日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 10,645,198 11,004,419

普通株式に係る純資産額（千円） 9,633,527 9,939,734

差額の主な内訳（千円）

　非支配株主持分 1,011,670 1,064,685

普通株式の発行済株式数（株） 2,615,400 2,615,400

普通株式の自己株式数（株） 26,381 26,406

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株
式の数（株）

2,589,019 2,588,994

３．１株当たり当期純利益額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自 2020年７月１日
至 2021年６月30日)

当連結会計年度
(自 2021年７月１日
至 2022年６月30日)

　親会社株主に帰属する当期純利益
（千円）

392,201 412,595

　普通株主に帰属しない金額 （千円） － －

　普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益 （千円）

392,201 412,595

　普通株式の期中平均株式数（株） 2,589,079 2,589,012

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　


