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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第１四半期の連結業績（2020年４月１日～2020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)

　

営業収入 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 ％

2021年３月期第１四半期 11,876 △10.5 △180 － △104 － △161 －

2020年３月期第１四半期 13,266 △6.1 754 8.8 868 △1.2 580 △7.8

(注)包括利益 2021年３月期第１四半期 △386 百万円 ( － ％) 2020年３月期第１四半期 631 百万円 ( 31.7％)

　

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

2021年３月期第１四半期 △3.72 ―

2020年３月期第１四半期 13.41 ―
　
（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

2021年３月期第１四半期 43,391 32,772 75.4 756.32

2020年３月期 45,521 33,677 73.8 777.11

(参考) 自己資本 2021年３月期第１四半期 32,708 百万円 2020年３月期 33,607 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

2020年３月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00

2021年３月期 ―

2021年３月期(予想) 0.00 ― ― ―

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

配当予想につきましては、引き続き未定といたしております。詳細は添付資料３ページ『１．当四半期決算に関

する定性的情報（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。

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021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)

営業収入 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) 24,000 △9.3 0 △100.0 0 △100.0 0 △100.0 0.00

通 期 50,000 △7.9 300 △89.4 500 △83.9 100 △95.9 2.31

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 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

（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 ： 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

（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) 2021年３月期１Ｑ 43,448,099株 2020年３月期 43,448,099株

② 期末自己株式数 2021年３月期１Ｑ 200,860株 2020年３月期 200,858株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期１Ｑ 43,247,240株 2020年３月期１Ｑ 43,247,298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

　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。
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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いては、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、経済活動が大幅に縮小し

たことにより、世界経済が急速に落ち込み、先行きは依然、不透明な状況が続いています。わが国経済は、世界的な

需要減少により、自動車や生産用機械等を中心に大幅な減産となった他、４月に発令された緊急事態宣言による外出

自粛要請の影響から、個人消費を始めとする内外需の大幅な減少により、幅広い業種で雇用環境が急速に悪化しまし

た。

当社を取り巻く事業環境としては、京浜港（東京港・横浜港）全体での外貿コンテナ取扱量が減少した他、輸出用

の自動車や建機、産業機械が大きく減少しました。また、関東エリアにおける一般貨物トラックの輸送量が減少した

ものの、橋梁工事では公共インフラの更新需要が継続しました。

このような経営環境の中、当社グループは感染防止対策を講じながら、物流やインフラを担う社会的責任の観点か

ら港湾、プラント・物流の幅広いフィールドで「モノを動かす」サービスの提供を継続しました。

セグメント別の業績は次のとおりとなりました。

上段：営業収入 下段：経常損益 （単位：百万円）

セグメントの状況
前第１四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)

増減額 増減率

港湾事業
5,577 4,712 △864 △15.5％

536 212 △324 △60.4％

プラント・物流事業
7,552 7,087 △464 △6.2％

281 △362 △643 －％

その他
136 75 △61 △44.8％

50 44 △5 △10.7％

① 港湾事業

　新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受け、完成車および建設機械は、メーカーの一時的な生産停止ならび

に継続的な生産調整等により、取扱量が減少した他、コンテナ取扱量につきましても寄港隻数の減少により前年を下

回ったことなどから、事業全体では減収減益となりました。

② プラント・物流事業

　プラントは電力関連および、橋梁工事での実績を積み上げましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響が大き

く、国内発電設備建設工事での資材納入遅れによる工程遅延、ならびに海外プラント建設工事での作業停止等もあ

り、収益が大きく減少しました。物流も同じ影響から、国際物流貨物が大きく減少する中、重量物輸送および倉庫寄

託貨物の新規獲得により、順調に取扱量を増加させましたが、事業全体では減収減益となりました。

③ その他

　自社ビル等不動産の賃貸等があります。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の営業収入は11,876百万円（前年同四半期比10.5％減）、営業損失は180

百万円（前年同期は営業利益754百万円）、経常損失は104百万円（前年同期は経常利益868百万円）、親会社株主に

帰属する四半期純損失は161百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益580百万円）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における総資産は43,391百万円となり、前連結会計年度末比2,129百万円の減少とな

りました。主な要因は、現金及び預金が583百万円、受取手形及び営業未収入金が794百万円、関係会社短期貸付金が

991百万円減少した一方、有形固定資産が92百万円、投資有価証券が62百万円、繰延税金資産が69百万円増加したこ

とによるものです。

負債は10,619百万円となり、前連結会計年度末比1,224百万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754百万円、未払法人税等が562百万円、賞与引当金が339百万円減少した一方、その他流動負債のうち未

払金が447百万円増加したことによるものです。

純資産は32,772百万円となり、前連結会計年度末比905百万円の減少となりました。主な要因は、利益剰余金が680

百万円、為替換算調整勘定が263百万円減少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

　2020年４月30日に公表いたしました当社2020年３月期 決算短信では、新型コロナウイルスの感染拡大が当社事業

領域に及ぼす影響を当該時点において見通すことができなかったため、2021年３月期の連結業績予想を未定といたし

ました。

　国内の緊急事態宣言が解除され、経済活動も制限のあるものではありますが、段階的に再開の動きが見られること

から、今後の一定程度の経済の回復を前提とし、現時点で入手可能な予測等を踏まえ、以下のとおり当社2021年３月

期の連結業績を予想いたします。

　港湾事業においては、１.（１）経営成績に関する説明に記載のとおり、完成車や建設機械の取扱いの減少は今後

も急速な回復は見込めず、厳しい状況が続くものと思われます。また、プラント・物流事業は、海外プラント事業で

シンガポール政府による日常生活に必要な最低限のサービスを除く営業を停止する「サーキットブレーカー」の発動

により、一定期間の事業停止を余儀なくされ、また、物流事業に関しても荷動きの回復の遅れが懸念されておりま

す。

　当社グループにおきましては、かかる状況下においても営業活動の継続・強化に努め、また業務の効率化を図り、

収益の確保に取り組んでおります。

　なお、この業績予想は本資料公表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後

様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

①2021年３月期第２四半期（累計）連結業績予想（2020年４月１日～2020年９月30日）

営業収入 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

１株当たり
四半期純利益

前回発表予想（Ａ）
百万円

－

百万円

－

百万円

－

百万円

－

円 銭

－

今回修正予想（Ｂ） 24,000 0 0 0 0.00

増減額（Ｂ－Ａ） － － － －

増減率（％） － － － －

（ご参考）前期第２四半期実績
（2020年３月期第２四半期）

26,457 1,443 1,598 1,009 23.34

②2021年３月期通期連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）

営業収入 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

前回発表予想（Ａ）
百万円

－

百万円

－

百万円

－

百万円

－

円 銭

－

今回修正予想（Ｂ） 50,000 300 500 100 2.31

増減額（Ｂ－Ａ） － － － －

増減率（％） － － － －

（ご参考）前期実績
（2020年３月期）

54,271 2,836 3,100 2,423 56.03
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＜配当予想について＞

　2021年３月期の配当予想につきましては、2020年４月30日公表の「2020年３月期決算短信」におきまして、業績予

想と同様未定としておりました。今回の連結業績予想は今後の一定程度の経済の回復を前提としていることから、配

当予想は引き続き未定といたします。

決算短信（宝印刷） 2020年07月31日 08時44分 6ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）



株式会社宇徳(9358) 2021年３月期 第１四半期決算短信

－5－

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
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,707,022 4,123,026

受取手形及び営業未収入金 10,869,480 10,074,752

貯蔵品 73,419 72,445

関係会社短期貸付金 10,625,953 9,634,019

その他 1,487,858 1,490,780

貸倒引当金 △120,915 △105,596

流動資産合計 27,642,819 25,289,429

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,877,685 4,164,980

機械装置及び運搬具（純額） 2,959,286 2,853,391

工具、器具及び備品（純額） 323,004 307,306

土地 3,074,332 3,066,048

リース資産（純額） 483,210 446,732

建設仮勘定 937,084 908,229

有形固定資産合計 11,654,603 11,746,688

無形固定資産

借地権 1,535,744 1,535,744

のれん 219,098 195,300

その他 409,043 413,915

無形固定資産合計 2,163,886 2,144,960

投資その他の資産

投資有価証券 1,733,400 1,795,473

長期貸付金 444,000 476,622

繰延税金資産 1,160,573 1,229,780

その他 1,151,433 1,139,011

貸倒引当金 △429,302 △430,215

投資その他の資産合計 4,060,104 4,210,673

固定資産合計 17,878,595 18,102,321

資産合計 45,521,415 43,391,751
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 4,403,514 3,648,674

短期借入金 697,210 664,663

1年内返済予定の長期借入金 21,839 13,319

リース債務 119,389 109,805

未払法人税等 655,277 92,872

未払費用 329,451 349,856

賞与引当金 732,930 393,024

役員賞与引当金 46,600 8,700

その他 989,721 1,552,137

流動負債合計 7,995,935 6,833,052

固定負債

リース債務 399,718 370,751

繰延税金負債 19,602 22,923

役員退職慰労引当金 253,951 236,698

退職給付に係る負債 2,839,191 2,891,750

資産除去債務 56,522 56,704

その他 279,028 207,604

固定負債合計 3,848,016 3,786,433

負債合計 11,843,951 10,619,486

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 30,142,429 29,462,410

自己株式 △30,564 △30,565

株主資本合計 32,597,824 31,917,803

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 562,017 604,408

為替換算調整勘定 494,167 230,485

退職給付に係る調整累計額 △46,171 △44,129

その他の包括利益累計額合計 1,010,013 790,764

非支配株主持分 69,626 63,696

純資産合計 33,677,463 32,772,265

負債純資産合計 45,521,415 43,391,751
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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 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

営業収入 13,266,406 11,876,035

営業費用 10,339,100 10,046,152

営業総利益 2,927,306 1,829,882

販売費及び一般管理費 2,172,433 2,010,621

営業利益又は営業損失（△） 754,872 △180,739

営業外収益

受取利息 8,733 15,309

受取配当金 43,853 40,360

持分法による投資利益 4,414 1,521

為替差益 22,586 7,305

その他 41,306 17,753

営業外収益合計 120,894 82,250

営業外費用

支払利息 6,759 5,473

その他 35 466

営業外費用合計 6,794 5,940

経常利益又は経常損失（△） 868,972 △104,429

特別利益

固定資産売却益 1,450 2,953

災害保険金収入 － 15,927

特別利益合計 1,450 18,881

特別損失

固定資産除売却損 811 70,237

特別損失合計 811 70,237

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

869,611 △155,785

法人税、住民税及び事業税 147,973 89,082

法人税等調整額 141,501 △83,814

法人税等合計 289,474 5,267

四半期純利益又は四半期純損失（△） 580,137 △161,052

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

580,137 △161,052
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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 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 580,137 △161,052

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △7,066 42,391

為替換算調整勘定 56,204 △269,611

退職給付に係る調整額 2,449 2,041

その他の包括利益合計 51,587 △225,178

四半期包括利益 631,724 △386,230

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 630,385 △380,300

非支配株主に係る四半期包括利益 1,338 △5,929

決算短信（宝印刷） 2020年07月31日 08時44分 10ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）



株式会社宇徳(9358) 2021年３月期 第１四半期決算短信

－9－

（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。

（追加情報）

当第１四半期連結会計期間における新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積り及び当該見積

りに用いた仮定については、前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した内容から重要な変更はあ

りません。
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