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上   場   会   社   名     飯 野 海 運 株 式 会 社 上場取引所 東 大 名 福 札

コード番号   9119 本社所在都道府県 　東京都

（ＵＲＬ http://www.iino.co.jp ）

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏　名 杉本　勝之

問合せ先責任者 役職名 取締役執行役員 経理ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 氏　名 中上　良彦 TEL (03) 3506 - 3029

中間決算取締役会開催日　　平成 18年11月 9日 中間配当制度の有無　　有

単元株制度採用の有無　  有（１単元 100株） 配当支払開始日　平成18年12月7日

１. 18年 9月中間期の業績（平成 18年 4月 1日 ～ 平成 18年 9月 30日）
(1)経営成績      (注) 金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 9月中間期 34,489 9.4 5,132 2.2 5,144 △ 5.2
17年 9月中間期 31,537 14.4 5,023 56.3 5,424 53.0
18年 3月期 66,369 10,645 10,790

百万円 ％ 円　　銭

18年 9月中間期 3,109 △ 12.3 28.37
17年 9月中間期 3,545 83.2 32.35
18年 3月期 7,486 67.63
(注)①期中平均株式数　18年 9月中間期　109,577,960株　17年 9月中間期　109,586,700株　18年 3月期　109,583,909株

    ②会計処理の方法の変更　　 無

    ③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2)財政状態

百万円 百万円 ％ 円　　銭

18年 9月中間期 108,742 41,843 38.5 381.86
17年 9月中間期 98,955 35,705 36.1 325.81
18年 3月期 103,996 40,410 38.9 368.09
(注）①期末発行済株式数　18年 9月中間期　109,576,871株　17年 9月中間期　109,586,324株　18年 3月期　109,578,919株

　　 ②期末自己株式数　  18年 9月中間期   1,499,109株　17年 9月中間期  1,489,656 株　18年 3月期  1,497,061 株

２. 19年 3月期の業績予想（ 平成 18年 4月 1日  ～  平成 19年 3月 31日 ）
　

百万円 百万円 百万円 百万円

通　　期 69,800 9,800 10,000 6,000

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 54 円 76 銭

３. 配当状況
・現金配当

中間期末 期末 年間
18年3月期 6.00 9.00 15.00
19年3月期（実績） 6.00 　　　－
19年3月期（予想）　　　　　－ 6.00
（注）18年3月期末配当金の内訳　普通配当　6円00銭　記念配当　3円00銭

　上記の業績予想は本資料の発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ます。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結果となる可能性があります。

経　常　利　益

中間(当期)純利益
１ 株 当 た り 中 間

(当 期) 純 利 益

12.00

１株当たり配当金（円）

売    上    高 営　業　利　益

自己資本比率 １株当たり純資産

売   上   高 営　業　利　益 経　常　利　益 当期純利益

総  資  産 純　資　産
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個別中間財務諸表等

①中間貸借対照表

注記 構成比 構成比 構成比

番号 (％) (％) (％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

現金及び預金 2,402 3,612 2,921

海運業未収金 2,776 2,848 2,524

不動産業未収金 220 204 217

短期貸付金 5,245 8,367 4,969

販売用不動産 584 584 584

貯蔵品 776 1,051 1,022

その他 ※３ 3,540 3,798 3,765

貸倒引当金 △ 85 △ 81 △ 73

流動資産合計 15,458 15.6 20,383 18.7 15,929 15.3

Ⅱ　固定資産

有形固定資産

※１

※２

※１

※２

土地 ※２ 31,130 32,266 32,267

建設仮勘定 3,342 232 4,319

その他 ※１ 171 472 208

　小計 55,699 56.3 60,907 56.0 59,563 57.3

無形固定資産 315 0.3 321 0.3 293 0.3

投資その他の資産

投資有価証券 ※２ 19,282 21,841 22,228

長期貸付金 3,657 3,582 4,168

その他 4,673 1,838 1,946

貸倒引当金 △ 129 △ 130 △ 131

　小計 27,483 27.8 27,131 25.0 28,211 27.1

固定資産合計 83,497 84.4 88,359 81.3 88,067 84.7

資産合計 98,955 100.0 108,742 100.0 103,996 100.0

(平成18年3月31日)

区分 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

当中間会計期間末

(平成18年9月30日)

前事業年度の

要約貸借対照表

前中間会計期間末

(平成17年9月30日)

船舶 12,897 11,129

16,808建物 8,159 10,755

12,014
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注記 構成比 構成比 構成比

番号 (％) (％) (％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

海運業未払金 1,819 2,149 2,150

不動産業未払金 121 473 525

一年内償還の社債 － 1,000 －

短期借入金 ※２ 5,986 8,132 9,060

未払法人税等 2,257 2,134 2,779

賞与引当金 238 242 284

その他 ※３ 2,792 2,873 2,736

流動負債合計 13,213 13.3 17,003 15.6 17,534 16.8

Ⅱ　固定負債

社債 2,500 1,500 2,500

長期借入金 ※２ 39,971 39,714 34,432

退職給付引当金 958 883 837

役員退職慰労引当金 311 － 370

特別修繕引当金 132 64 157

受入敷金保証金 4,250 5,304 5,143

その他 1,915 2,431 2,613

固定負債合計 50,037 50.6 49,896 45.9 46,052 44.3

負債合計 63,250 63.9 66,899 61.5 63,586 61.1

区分 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

当中間会計期間末

(平成18年9月30日)

前事業年度の

要約貸借対照表

(平成18年3月31日)

前中間会計期間末

(平成17年9月30日)
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注記 構成比 構成比 構成比

番号 (％) (％) (％)

(資本の部)

Ⅰ　資本金 13,092 13.2 － － 13,092 12.6

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 6,233 － 6,233

その他資本剰余金 196 － 196

資本剰余金合計 6,429 6.5 － － 6,429 6.2

Ⅲ　利益剰余金

利益準備金 1,125 － 1,125

任意積立金 5,634 － 5,633

中間(当期)未処分利益 7,130 － 10,414

利益剰余金合計 13,889 14.0 － － 17,172 16.5

Ⅳ　その他有価証券 － －
　　評価差額金

Ⅴ　自己株式 △ 443 △ 0.4 － － △ 451 △ 0.4

資本合計 35,705 36.1 － － 40,410 38.9

負債及び資本合計 98,955 100.0 － － 103,996 100.0

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　1　資本金 － － 13,092 12.0 － －

　2　資本剰余金

　（1）資本準備金 － 6,233 －

　（2）その他資本剰余金 － 196 －

資本剰余金合計 － － 6,429 5.9 － －

　3　利益剰余金

　（1）利益準備金 － 1,125 －

　（2）その他利益剰余金 － 18,095 －

　　　　特別償却準備金 － 297 －

　　　　海外投資損失準備金 － 0 －

　　　　圧縮記帳積立金 － 467 －

　　　　別途積立金 － 11,000 －

　　　　繰越利益剰余金 － 6,331 －

利益剰余金合計 － － 19,220 17.7 － －

　4　自己株式 － － △ 453 △ 0.4 － －

株主資本合計 － － 38,288 35.2 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

　1　その他有価証券評価差額金 － － 3,628 3.4 － －

　2　繰延ヘッジ損益 － － △ 73 △ 0.1 － －

評価・換算差額等合計 － － 3,555 3.3 － －

純資産合計 － － 41,843 38.5 － －

負債及び純資産合計 － － 108,742 100.0 － －

4,168 4.02,738 2.8

(平成17年9月30日) (平成18年9月30日) 要約貸借対照表

前中間会計期間末 当中間会計期間末

(平成18年3月31日)

区分 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

前事業年度の
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②中間損益計算書

比較

注記 百分比 百分比 増減 百分比

番号 (％) (％) (％)

Ⅰ　海運業収益 27,936 100.0 30,980 100.0 3,044 59,305 100.0

Ⅱ　海運業費用 ※１ 22,941 82.1 25,475 82.2 2,534 48,255 81.4

海運業利益 4,995 17.9 5,505 17.8 510 11,050 18.6

Ⅲ　不動産業収益 3,601 12.9 3,509 11.3 △ 92 7,064 11.9

Ⅳ　不動産業費用 ※１ 2,021 7.2 2,085 6.7 64 4,264 7.2

不動産業利益 1,580 5.7 1,424 4.6 △ 156 2,800 4.7

Ⅴ　販売費及び一般管理費 ※１ 1,552 5.6 1,797 5.8 245 3,205 5.4

営業利益 5,023 18.0 5,132 16.6 109 10,645 17.9

Ⅵ　営業外収益 ※２ 1,023 3.7 634 2 △ 389 1,453 2.5

Ⅶ　営業外費用 ※３ 622 2.2 622 2 0 1,308 2.2

経常利益 5,424 19.5 5,144 16.6 △ 280 10,790 18.2

Ⅷ　特別利益 ※４ 2,695 9.6 0 0 △ 2,695 3,650 6.1

Ⅸ　特別損失
※５
※７ 2,304 8.2 5 0 △ 2,299 2,317 3.9

税引前中間(当期)純利益 5,815 20.9 5,139 16.6 △ 676 12,123 20.4

法人税、住民税及び事業税 ※６ 2,272 8.1 2,148 7.0 △ 124 4,582 7.7

法人税等調整額 ※６ △ 2 △ 0.0 △ 118 △ 0.4 △ 116 55 0.1

中間(当期)純利益 3,545 12.8 3,109 10.0 △ 436 7,486 12.6

前期繰越利益 3,585 3,585

中間配当額 － 657

中間(当期)未処分利益 7,130 10,414

至　平成18年3月31日)

区分 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

当中間会計期間

(自　平成18年4月1日

至　平成18年9月30日)

前事業年度の

要約損益計算書

(自　平成17年4月1日

前中間会計期間

(自　平成17年4月1日

至　平成17年9月30日)
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③中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）

（単位：百万円）

特別償却
準備金

海外投資
損失準備金

圧縮記帳
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

13,092 6,233 196 6,429 1,125 566 0 67 5,000 10,414 17,172 △ 451 36,242

特別償却準備金取崩 △ 269 269 － －

海外投資損失準備金取崩 △ 0 0 － －

圧縮記帳積立金繰入 403 △ 403 － －

圧縮記帳積立金取崩 △ 3 3 － －

別途積立金の積立 6,000 △ 6,000 － －

剰余金の配当 △ 986 △ 986 △ 986

役員賞与 △ 75 △ 75 △ 75

中間純利益 3,109 3,109 3,109

自己株式取得 △ 2 △ 2

－ － － － － △ 269 △ 0 400 6,000 △ 4,083 2,048 △ 2 2,046

13,092 6,233 196 6,429 1,125 297 0 467 11,000 6,331 19,220 △ 453 38,288

特別償却準備金取崩

海外投資損失準備金取崩

圧縮記帳積立金繰入

圧縮記帳積立金取崩

別途積立金の積立

剰余金の配当

役員賞与

中間純利益

自己株式取得

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動額（純額）

平成18年9月30日残高

平成18年9月30日残高

平成18年3月31日残高

平成18年3月31日残高

中間会計期間中の変動額

中間会計期間中の変動額

中間会計期間中の変動額合計

中間会計期間中の変動額合計

41,843

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
純 資 産 合 計

評 価 ・ 換 算 差 額 等

△ 75

3,109

△ 2

△ 613

3,555

40,410

－

－

－

－

－

△ 986

1,433

△ 613

△ 613

△ 73

4,168

△ 73

△ 73

3,628

－

△ 540

△ 540

資本剰余
金合計

資 本 剰 余 金

4,168

その他有価証券
評価差額金

株主資本
合計

株　　　主　　　資　　　本

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余
金合計

利　益　剰　余　金

自己株式
資本

準備金
利益

準備金

資本金
その他資本
剰余金
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

(自　平成17年4月1日 (自　平成18年4月1日 (自　平成17年4月1日

至　平成17年9月30日) 至　平成18年9月30日) 至　平成18年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっており
ます。

同左 同左

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券

　時価のあるもの 　時価のあるもの 　時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に基づく時価
法によっております(評価差額は全部資
本直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)。

　中間決算日の市場価格等に基づく時価
法によっております(評価差額は全部純
資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)。

　決算期末日の市場価格等に基づく時価
法によっております(評価差額は全部資
本直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)。

　時価のないもの 　時価のないもの 　時価のないもの

　株式：移動平均法による原価法に
　　　　よっております。

同左 同左

　債券：移動平均法による原価法又は
　　　　償却原価法によっております。

 (貯蔵品)  (貯蔵品)  (貯蔵品)

先入先出法による原価法によっており
ます。

同左 同左

 (販売用不動産)  (販売用不動産)  (販売用不動産)

個別法による原価法によっておりま
す。

同左 同左

３ デリバティブ取引
の評価基準及び評価方
法

時価法によっております。 同左 同左

４ 固定資産の減価
償却の方法

船舶は定額法、その他の有形固定資産
は定率法によっております。ただし、平
成10年４月１日以降に取得した建物(建
物付属設備を除く。)については、定額
法を採用しております。

（1）有形固定資産
船舶は定額法、その他の有形固定資産

は定率法によっております。ただし、平
成10年４月１日以降に取得した建物(建
物付属設備を除く。)については、定額
法を採用しております。

船舶は定額法、その他の有形固定資産
は定率法によっております。ただし、平
成10年４月１日以降に取得した建物(建
物付属設備を除く。)については、定額
法を採用しております。

（2）無形固定資産
　定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）

については、社内における利用可能期間
（５年）に基づく定額法によっておりま
す。

(貸倒引当金) (貸倒引当金) (貸倒引当金)

債権の貸倒れによる損失に備えるた
め、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権について
は、個別に回収可能性を検討し、回収不
能見込額を計上しております。

同左 同左

(賞与引当金) (賞与引当金) (賞与引当金)

従業員の賞与の支給に充てるため、将
来の支給見込額のうち当中間会計期間負
担額を計上しております。

同左 従業員の賞与の支給に備えるため、将
来の支給見込額のうち当期の負担額を計
上しております。

(退職給付引当金) (退職給付引当金) (退職給付引当金)

従業員の退職給付に備えるため、当中
間会計期間末における退職給付債務及び
年金資産額に基づき、当中間会計期間末
において発生していると認められる額を
計上しております。

同左 従業員の退職給付に備えるため、当期
末における退職給付債務及び年金資産額
に基づき計上しております。

(役員退職慰労引当金) (役員退職慰労引当金) (役員退職慰労引当金)

役員の退職慰労金の支給に充てるた
め、内規に基づく当中間会計期間末要支
給額を計上しております。

　取締役及び監査役の退職慰労金制度を
廃止することとし、平成18年６月29日開
催の定時株主総会において、役員退職慰
労金の打ち切り支給議案が承認可決され
ております。これにより、それまでに計
上した役員退職慰労引当金残高を固定負
債の「その他」に振替えております。

役員の退職慰労金の支給に充てるた
め、内規に基づく当期末要支給額を計上
しております。

(特別修繕引当金) (特別修繕引当金) (特別修繕引当金)

船舶の定期検査を受けるための修繕費
の支出に備えるため、将来の修繕見積額
に基づき計上しております。

同左 同左

項目

１ 有価証券の評価
基準及び評価方法

２ たな卸資産の評
価基準及び評価方法

５ 引当金の計上基
準
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前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

(自　平成17年4月1日 (自　平成18年4月1日 (自　平成17年4月1日

至　平成17年9月30日) 至　平成18年9月30日) 至　平成18年3月31日)

６ リース取引の処
理方法

リース物件の所有権が借主に移転する
と認められるもの以外のファイナンス・
リース取引については通常の賃貸借取引
に係る方法に準じた会計処理によってお
ります。

同左 同左

イ　ヘッジ会計の方法 イ　ヘッジ会計の方法 イ　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。
なお、金利スワップについては特例処理
の要件を満たしている場合は特例処理を
採用しております。

同左 同左

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　　ヘッジ対象 ヘッジ手段　　　ヘッジ対象 ヘッジ手段　　　ヘッジ対象

金利スワップ　　借入金利息 金利スワップ　　借入金利息 金利スワップ　　借入金利息

　外貨建金銭債務　外貨建予定取引
　　　　　　　　 の為替変動リスク

　外貨建金銭債務　外貨建予定取引
　　　　　　　　 の為替変動リスク

　外貨建金銭債務　外貨建予定取引
　　　　　　　　 の為替変動リスク

　　為替予約　　　　外貨建予定取引
　　　　　　　　　 の為替変動リスク

ハ　ヘッジ方針 ハ　ヘッジ方針 ハ　ヘッジ方針

金利関連のデリバティブ取引において
は、借入金金利をヘッジし将来の支払利
息を確定させるための取引であり、実質
的に固定金利建借入金と同じ効果を得る
ためにのみ行っております。

同左 同左

ニ　ヘッジの有効性評価の方法 ニ　ヘッジの有効性評価の方法 ニ　ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッ
シュ・フロー変動額の累計を比較し、両
者の変動額等を基礎にして判断しており

同左 同左

（消費税等） （消費税等） （消費税等）

消費税及び地方消費税の会計処理は税
抜方式を採用しております。

同左 同左

８ その他中間財務諸
表(財務諸表)作成のた
めの基本となる重要な
事項

７ ヘッジ会計の方
法

項目
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会計処理の変更

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

(自　平成17年４月１日 (自　平成18年４月１日 (自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日) 至　平成18年９月30日) 至　平成18年３月31日)

(固定資産の減損に係る会計基準） (固定資産の減損に係る会計基準）

当中間会計期間から「固定資産の減
損に係る会計基準」（「固定資産の減
損に係る会計基準の設定に関する意見
書」（企業会計審議会 平成14年8月9
日））及び「固定資産の減損に係る会
計基準の適用指針」（企業会計基準委
員会 平成15年10月31日 企業会計基
準適用指針第6号）を適用しておりま
す。

これにより税引前中間純利益が
2,275百万円減少しております。

なお、減損損失累計額については、
改正後の中間財務諸表等規則に基づき
各資産の金額から直接控除しておりま
す。

――――――― 当事業年度から「固定資産の減損に
係る会計基準」（「固定資産の減損に
係る会計基準の設定に関する意見書」
（企業会計審議会 平成14年8月9
日））及び「固定資産の減損に係る会
計基準の適用指針」（企業会計基準委
員会 平成15年10月31日 企業会計基
準適用指針第6号）を適用しておりま
す。

これにより税引前当期純利益が
2,275百万円減少しております。
なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき各資
産の金額から直接控除しております。

(貸借対照表の純資産の部の表示に関
する会計基準等）

――――――― 当中間会計期間から「貸借対照表の
純資産の部の表示に関する会計基準」
（企業会計基準委員会 平成17年12月
９日企業会計基準第５号）及び「貸借
対照表の純資産の部の表示に関する会
計基準等の適用指針」（企業会計基準
委員会 平成17年12月９日 企業会計
基準適用指針第８号）を適用しており
ます。
これによる損益に与える影響はあり

ません。
なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は41,916百万円でありま
す。
中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間財務諸表
は、改正後の中間財務諸表等規則によ
り作成しております。
前中間会計期間において「資産の部

及び負債の部」に表示しておりました
「繰延ヘッジ損失及び繰延ヘッジ利
益」は、当中間会計期間から税効果調
整後の金額を「評価・換算差額等」の
内訳科目の「繰延ヘッジ損益」として
表示しております。
なお前中間会計期間の繰延ヘッジ損

失及び繰延ヘッジ利益について、当中
間会計期間と同様の方法によった場合
の金額は△109百万円であります。

―――――――
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至　平成17年９月30日) 至　平成18年９月30日) 至　平成18年３月31日)

前事業年度

(自　平成17年４月１日 (自　平成18年４月１日 (自　平成17年４月１日

――――――― 当中間会計期間から、改正後の「自
己株式及び準備金の額の減少等に関す
る会計基準」（企業会計基準委員会
終改正平成18年８月11日 企業会計

基準第１号）及び「自己株式及び準備
金の額の減少等に関する会計基準の適
用指針」（企業会計基準委員会 終
改正平成18年８月11日 企業会計基準
適用指針第２号）を適用しておりま
す。
これによる損益に与える影響はあり

ません。
中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間財務諸表
は、改正後の中間財務諸表等規則によ
り作成しております。

―――――――

(自己株式及び準備金の額の減少等に
関する会計基準等の一部改正）

前中間会計期間 当中間会計期間
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注記事項
(中間貸借対照表関係)

船舶 13,315百万円 船舶 15,086百万円 船舶 14,201百万円

建物 12,939百万円 建物 12,370百万円 建物 11,810百万円

その他の その他の その他の

有形固定 有形固定 有形固定

資産 資産 資産

計 26,911百万円 計 28,115百万円 計 26,635百万円

中間会計 中間会計

期間末簿価 期間末簿価

(百万円) (百万円) (百万円)

船舶 12,881 船舶 11,113 船舶 11,998

建物 4,203 建物 3,807 建物 4,028

土地 1,935 土地 1,935 土地 1,935

投資有価証券 585 投資有価証券 2,706 投資有価証券 534

計 19,604 計 19,561 計 18,495

(百万円) (百万円) (百万円)

短期借入金
(1年内返済の長
期借入金)

3,136
短期借入金
(1年内返済の長
期借入金)

2,432
１年内返済の
長期借入金

3,687

長期借入金 15,193 長期借入金 15,083 長期借入金 13,553

計 18,329 計 17,515 計 17,240

※３　消費税等の取扱い

下記資産(イ)18,495百万円
は下記債務(ロ)17,240百万円
の担保に供しております。

(イ)担保に供した資産

項目
前中間会計期間末

(平成17年9月30日)

※１ 有形固定資産の減
価償却累計額

657百万円

下記資産(イ)19,561百万円
は下記債務(ロ)17,515百万円
の担保に供しております。

659百万円

(ロ)担保権設定の原因となっ
ている債務

(ロ)担保権設定の原因となっ
ている債務

※２　担保に供した資産 下記資産(イ)19,604百万円
は下記債務(ロ)18,329百万円
の担保に供しております。

種類

(イ)担保に供した資産

種類

仮払消費税等及び仮受消費
税等は、相殺のうえ、金額的
重要性が乏しいため、流動負
債の「その他」に含めて表示
しております。

仮払消費税等及び仮受消費
税等は、相殺のうえ、金額的
重要性が乏しいため、流動資
産の「その他」に含めて表示
しております。

―――――

前事業年度末

(平成18年3月31日)

624百万円

当中間会計期間末

(平成18年9月30日)

(イ)担保に供した資産

(ロ)担保権設定の原因となっ
ている債務

期末簿価

債務区分
中間会計

期間末残高
中間会計

期間末残高
期末残高

債務区分 債務区分

種類
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会社名 用途 (百万円) 会社名 用途 (百万円) 会社名 用途 (百万円)

合計 39,366

合計 43,933 合計 40,496

他の 他の 他の

連帯債務者 連帯債務者 連帯債務者

日本郵船㈱ 設備資金 34,963 日本郵船㈱ 設備資金 29,152 日本郵船㈱ 設備資金 32,660

㈱商船三井 〃 29,543 ㈱商船三井 〃 24,347 ㈱商船三井 〃 27,439

川崎汽船㈱ 〃 11,676 川崎汽船㈱ 〃 9,772 川崎汽船㈱ 〃 10,927

合計 76,182 合計 63,271 　合計 71,026

2,163

〃 410

1,304

〃 1,697

1,518

〃

513

設備
資金他 355

諸口(４件)
設備

資金他 781
Taranaki
Shipping S.A.

Taranaki
Shipping S.A.

〃 514

諸口(３件)

ｲｲﾉｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱ 〃 595

Fortune Panama
S.A.

〃 566

Dragon's Mouth
Carriers S.A.

〃 716

光マリン㈱ 〃 714

Jipro
Shipping S.A.

〃 956

Central Tankers
S.A.

〃 800

Superior Chip
Carriers S.A.

〃 1,555

Aurora Maritime
S.A.

〃 1,416

Nestor
Lines S.A.

〃 5,564

Pacific Bulk
Navigation S.A.

〃 2,705

Serpent's Mouth
Carriers S.A.

Dragon's Mouth
Carriers S.A.

光マリン㈱ 〃 613

Jipro
Shipping S.A.

〃 1,051

677
Central Tankers
S.A.

(百万円)

Nestor
Lines S.A.

Pacific Bulk
Navigation S.A.

Atleta Maritime
S.A.
Superior Chip
Carriers S.A.

諸口(３件)

うち他の連帯

(2) 連帯債務

Fortune Panama
S.A.

Aurora Maritime
S.A.

(2) 連帯債務 (2) 連帯債務

Methane
Navigation S.A.

連帯債務額の

〃

連帯債務者の連帯債務額の

〃

〃 462

うち他の連帯

なお、連帯債務額のうち当社負
担額は、中間貸借対照表項目のう
ち、長期借入金及び短期借入金に
計上しております。

なお、連帯債務額のうち当社負
担額は、中間貸借対照表項目のう
ち、長期借入金及び短期借入金
（１年内返済の長期借入金）に計
上しております。

なお、連帯債務額のうち当社負担額
は、貸借対照表項目のうち、長期借入
金及び短期借入金（１年内返済の長期
借入金）に計上しております。

債務者負担額

(百万円)

債務者負担額

うち他の連帯

債務者負担額

(百万円)

前事業年度末

(平成18年3月31日)

〃 540

2,566

設備資金

KP Lines S.A.

Fortune Panama
S.A.

Jipro
Shipping S.A.
Central Tankers
S.A.

設備
資金他

381

　４　偶発債務 (1) 保証債務 (1) 保証債務 (1) 保証債務

18,306

〃 5,297

〃

項目

〃 736

〃 1,406

1,471

〃 1,360

〃 1,104

Methane
Navigation S.A. 17,913設備資金

Nestor
Lines S.A.

〃 5,031

18,254

前中間会計期間末

(平成17年9月30日)

Methane
Navigation S.A.

設備資金

当中間会計期間末

(平成18年9月30日)

Dragon's Mouth
Carriers S.A.

1,387

Atleta Maritime
S.A.

〃 6,300

Pacific Bulk
Navigation S.A.

〃 2,426KP Lines S.A. 〃 2,300

Atleta Maritime
S.A.

〃 1,930

Superior Chip
Carriers S.A.

〃

KP Lines S.A.

〃

Aurora Maritime
S.A.

〃

Serpent's Mouth
Carriers S.A.

〃

ｲｲﾉｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱

〃

光マリン㈱

ｲｲﾉｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ㈱〃 575

Taranaki
Shipping S.A.

〃 2,231

〃 1,814

〃

664

〃 585

1,573
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(中間損益計算書関係)

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

(自　平成17年4月1日 (自　平成18年4月1日 (自　平成17年4月1日

至　平成17年9月30日) 至　平成18年9月30日) 至　平成18年3月31日)

※１　減価償却実施額

　　　　有形固定資産 1,296百万円 1,483百万円 2,628百万円
　　　　無形固定資産 42百万円 49百万円 87百万円
※２　営業外収益のうち

　　　主なもの

受取利息 66百万円 87百万円 147百万円

有価証券利息 2百万円 1百万円 4百万円

受取配当金 182百万円 226百万円 245百万円

投資事業収益 443百万円 256百万円 693百万円

為替差益 65百万円 ―百万円 ―百万円
※３　営業外費用のうち

　　　主なもの

支払利息 582百万円 550百万円 1,122百万円

社債利息 10百万円 10百万円 20百万円

為替差損 ―百万円 39百万円 86百万円

貸倒引当金繰入額 19百万円 7百万円 8百万円
※４　特別利益のうち

　　　主なもの

関係会社清算益 2,695百万円 ―百万円 2,700百万円

固定資産売却益

(土地・建物)

※５　特別損失のうち

　　　主なもの

固定資産減損損失 2,275百万円 ―百万円 2,275百万円

固定資産除却損 1百万円 1百万円 13百万円
※６　税金費用 中間会計期間に係る納付税

額及び法人税等調整額は当事
業年度において予定している
利益処分による特別償却準備
金の取崩しを前提として、中
間会計期間に係る金額を計算
しております。

中間会計期間に係る納付税
額及び法人税等調整額は当事
業年度において予定している
特別償却準備金の取崩しを前
提として、中間会計期間に係
る金額を計算しております。

―――――

※７　減損損失 当中間会計期間におい
て、当社は以下の資産グ
ループについて減損損失を
計上いたしました。
　
用途：賃貸用不動産
種類：土地・建物
場所：神奈川県相模原市
　

当社は原則として船舶、
賃貸不動産ならびに遊休資
産等については個別物件ご
とに、それ以外の資産につ
いては、共用資産としてグ
ルーピングしております。

その結果、上記資産グ
ループを売却するにあた
り、継続的な地価下落に
よって回収可能価額が帳簿
価額を著しく下回ることと
なったため、帳簿価額を回
収可能価額まで減額し、当
該減少額2,275百万円を減損
損失として計上いたしまし
た。

その内訳は、土地1,745百
万円、建物505百万円及びそ
の他25百万円であります。

なお、当資産グループの
回収可能価額は正味売却価
額（売却合意額）により測
定しており、不動産鑑定評
価額を基礎としておりま
す。

当該資産グループは平成
17年6月30日に上記売却合意
額をもって売却いたしまし
た。

――――― 当事業年度において、当
社は以下の資産グループに
ついて減損損失を計上いた
しました。
　
用途：賃貸用不動産
種類：土地・建物
場所：神奈川県相模原市
　

当社は原則として船舶、
賃貸不動産ならびに遊休資
産等については個別物件ご
とに、それ以外の資産につ
いては、共用資産としてグ
ルーピングしております。

その結果、上記資産グ
ループを売却するにあた
り、継続的な地価下落に
よって回収可能価額が帳簿
価額を著しく下回ることと
なったため、帳簿価額を回
収可能価額まで減額し、当
該減少額2,275百万円を減損
損失として計上いたしまし
た。

その内訳は、土地1,745百
万円、建物505百万円及びそ
の他25百万円であります。

なお、当資産グループの
回収可能価額は正味売却価
額（売却合意額）により測
定しており、不動産鑑定評
価額を基礎としておりま
す。

当該資産グループは平成
17年6月30日に上記売却合意
額をもって売却いたしまし
た。

項目

―百万円 ―百万円 826百万円
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(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 1,497,061 2,311 263 1,499,109

（変動事由の概要）
増加数の主な内訳は、次の通りであります。
　単元未満株式の買取による増加　2,311株

減少数の主な内訳は、次の通りであります。
　単元未満株式の買増制度に基づく売渡しによる減少　263株
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(リース取引関係)

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

(自　平成17年4月1日 (自　平成18年4月1日 (自　平成17年4月1日

至　平成17年9月30日) 至　平成18年9月30日) 至　平成18年3月31日)

１ リース物件の所有権
が借主に移転すると認め
られるもの以外のファイ
ナンス・リース取引

重要性がないため、記載
を省略しております。

同左 同左

２ オペレーティング・
リース取引

重要性がないため、記載
を省略しております。

同左 同左

(有価証券関係)

前中間会計期間末(平成17年9月30日)
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

当中間会計期間末(平成18年9月30日)
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

前事業年度末(平成18年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

項目
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（参考資料）

四半期毎の業績の推移（個別）

平成19年3月期
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

自 平成18年4月 1日 自 平成18年7月 1日 自 平成18年10月 1日 自 平成19年1月 1日

至 平成18年6月30日 至 平成18年9月30日 至 平成18年12月31日 至 平成19年3月31日

売 上 高 (百万円) 16,839 17,650

営業利益 (百万円) 2,641 2,491

経常利益 (百万円) 2,746 2,398

四半期純利益 (百万円) 1,672 1,437
１株当たり
四半期純利益

(円) 15.26 13.11

総資産額 (百万円) 104,346 108,742

純 資 産 (百万円) 40,563 41,843

自己資本比率 (％) 38.9 38.5
１株当たり
純資産

(円) 370.17 381.86

平成18年3月期

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

自 平成17年4月 1日 自 平成17年7月 1日 自 平成17年10月 1日 自 平成18年1月 1日

至 平成17年6月30日 至 平成17年9月30日 至 平成17年12月31日 至 平成18年3月31日

売 上 高 (百万円) 15,341 16,196 17,153 17,679

営業利益 (百万円) 2,387 2,636 2,785 2,837

経常利益 (百万円) 2,834 2,590 2,732 2,634

四半期純利益 (百万円) 1,991 1,554 1,668 2,273

１株当たり
四半期純利益

(円) 18.17 14.18 15.22 20.06

総資産額 (百万円) 97,902 98,955 100,693 103,996

株主資本 (百万円) 33,331 35,705 37,613 40,410

自己資本比率 (％) 34.0 36.1 37.4 38.9

１株当たり
株主資本

(円) 304.17 325.81 343.25 368.09

（注）1.上記各四半期毎の業績（売上高・営業利益・経常利益・四半期純利益）は、第1四半期、6ヶ月間累計（中間
　　　　期）、9ヶ月間累計（第3四半期）、12ヶ月間累計（通期）の各数値をベースとして差し引き計算することに
　　　　より算出しております。
　　　2.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

会計期間

会計期間
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