
 

平成19年3月期 中間決算短信（連結） 平成18年11月10日

上場会社名 兵機海運株式会社 上場取引所 大証

コード番号 9362 本社所在都道府県 兵庫県

(URL　http://www.hyoki.co.jp/)

代　　表　　者　役職名  代表取締役社長 氏名　大　東　洋　治

問合せ先責任者　役職名  財務・管理部長 氏名　兼　光　徳　治 ＴＥＬ　　（078）　321－7131　(代表）

中間決算取締役会開催日 平成18年11月10日

米国会計基準採用の有無  無

１．平成18年9月中間期の連結業績（平成18年4月1日～平成18年9月30日）

（1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年9月中間期 6,928 12.0 148 △12.2 122 △9.2

17年9月中間期 6,185 7.1 169 20.9 134 15.4

18年3月期 12,645 318 246

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年9月中間期 60 △21.3 4 98 ― ―

17年9月中間期 77 11.8 6 33 ― ―

18年3月期 161 13 23 ― ―

（注）①持分法投資損益 18年9月中間期 5百万円 17年9月中間期 △0百万円 18年3月期 3 百万円

②期中平均株式数 (連結) 18年9月中間期 12,192,465株 17年9月中間期 12,194,501株 18年3月期12,193,703株

③会計処理の方法の変更 無

④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）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年9月中間期 10,702 2,132 19.9 174 93

17年9月中間期 8,751 1,907 21.8 156 47

18年3月期 10,285 2,210 21.5 181 30

（注）期末発行済株式数（連結） 18年9月中間期12,192,334株 17年9月中間期12,193,086株 18年3月期12,192,486株

（3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年9月中間期 △101 △678 468 1,020

17年9月中間期 67 △808 1,078 1,259

18年3月期 272 △1,883 2,019 1,331

（4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 1社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 1社

（5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） 0社　 （除外） 0社 持分法（新規） 0社　 （除外） 0社

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

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 14,000 270 150

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　12円　30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、不確定な要素を含んでおりま

す。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．企業集団の状況

　当社グループは、当社並びに子会社１社及び関連会社１社で構成されており、主として国内外の物流事業を展開して

おります。

 顧客 

連結子会社 
 

新大同海運㈱ 

関連会社 
（持分法適用会社） 

㈱吉美 

当社 

外航事業 港運事業 倉庫事業 内航事業 

外航 通関等 
荷役
業務 

荷役
業務 

重要な子会社名 資本金 持株比率 主要な事業内容

百万円 ％

新大同海運株式会社 10 100 外航海運（近海）事業
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２．経営方針

（１）経営の基本方針

　当社は、「総合物流業者としてその業務を通じて社会に貢献する」という経営理念のもと顧客のニーズを先取りし、

生産と消費をつなぐ物流のエキスパートを目指しております。そのニーズに具体的に応える高度な情報力と革新的で

スピーディーな経営を行なうとともに社会や環境との共存を図り、株主、顧客、社員の信頼と期待に応えてまいりま

す。

（２）利益配分に関する基本方針

　当社は、株主各位に対する利益還元が企業として最重要課題の一つであることを常に認識し、財務体質と経営基盤

の強化を図るとともに株主各位への安定的配当を継続することを基本としております。

　なお、当期の配当金につきましては、経営環境に不透明な部分もございますが、グループ業績等を勘案し、前期と

同額の１株につき５円を予定しております。

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　株式の流動性を高めることは、個人投資家の拡大ならびに株式市場の活性化を図るための一つの有用な施策と認識

しております。

　また、投資単位の引き下げの必要性について、今後株価の状況や市場の動向を見据えながら検討していきたいと考

えております。

（４）中期的な経営戦略

　当社は、既存事業の強化と育成を柱とした事業拡大を目指しております。具体的には、国際物流にあっては特に対

アジア地域の貨物取扱いを中心に、国内物流にあっては鉄鋼の海陸一貫輸送の取扱いを主力としております。これら

を経営戦略面からとらえると、内航海運事業にあっては、内航社船のリプレース船「ＨＫＬヤマト」と「ＨＫＬ栄隆」

（傭船）が就航し、ＨＫＬシリーズ船団を核とした一層の安定収益の確保と安全・効率輸送を目指しております。外

航海運事業にあっては、既往船１隻に加え外航社船ＳＤＬシリーズ３隻（いずれも約4,000トン積）を新規投入し、輸

送の主力が社船団に再構築されました。その結果、安全・安定輸送に関するリスク回避が格段に向上するとともに、

新船稼動初期に見られる収益性の不安定要素が徐々に平準化されることにより、収益力の強化が図られるものと考え

ております。また、北朝鮮航路の自粛の対応策として、極東ロシアや東南アジア方面への積極的な新航路開拓を進め

ております。港運・倉庫事業にあっては、集荷営業情報の集積地である京浜地区と当社の主たる営業拠点である阪神

地区をマトリックス的に管理し、顧客ニーズを逃さない体制を強化するとともに、自社倉庫群を利用した副次的な付

加価値的サービスの提供をもって、総合物流事業者として事業拡大を図っていく所存であります。これらの施策を着

実に推進することにより、平成21年３月期には連結売上高160億円、連結経常利益３億８千万円の達成を目指して参り

ます。

（５）対処すべき課題

　これら情勢のもと、当社の国際物流を担う外航海運事業ならびに国際複合輸送（港運事業）の運送需要は増加する

ものと考えており、船団の強化策を図り、輸送タイミングを逃さない確実な運送成約を目指すとともに、運航効率の

アップにより利益確保を進めてまいります。また、国際複合輸送については引き続き積極的に海外取扱業者へのアプ

ローチを展開することにより、より強固な集荷協力体制を構築し、収益拡大に注力してまいります。

　一方、国内物流にあっては国内船腹量の引き締まり効果が徐々に浸透するとともに当社主力貨物である鉄鋼輸送等

も堅調に推移するものと予想されます。これらに対応すべく、傭船船舶のリプレース支援等を含めて傭船先船主との

緊密な連携により、内航船団の更なる強化をもって収益増加を図るとともに、倉庫事業にあっては引き続き既存倉庫

の集荷営業を積極的に進め、当社の荷捌きノウハウを生かした営業活動を、港頭地区のみならず内陸地でも展開して

まいる所存であります。

　また、新たに懸念されるものとして、いわゆる団塊世代の定年問題や少子化による若手人材の確保難が当面の問題

としてクローズアップされてまいりますので、ホームページや各種手段を講じ、優良な人材の確保を進めてまいりま

す。
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３．経営成績及び財政状態

（１）経営成績

　当中間連結会計期間のわが国経済は、高水準を保つ企業業績を背景に、旺盛な設備投資や雇用環境の改善が見ら

れ、個人消費も順調に回復してまいりました。また、アジア経済圏においても、中国経済の高成長が続くなど、総

じて順調な景気の持続が実感できる状況で推移いたしました。

　このような状況のなかで当社グループは、積極的な営業展開と企業体質の強化に向けて取組んでまいりました結

果、単独業績にあっては、好調な港運事業を中心に、売上・利益ともに前年同期比で増収増益を計上することがで

きました。

　しかしながら、当中間連結業績にあっては、外航事業において新船就航の遅れや燃料油の高騰、更には７月のミ

サイル発射に起因する北朝鮮航路の運航自粛により、配船計画の変更を余儀なくされるなどの影響もあり、船舶増

強による売上高の伸びはあったものの原価を吸収するに至らず、中間連結会計期間の業績は次のとおりとなりまし

た。

①海運事業

(ⅰ) 　内航海運では、取扱量は1,259千トン（前年同期比153千トン減、-10.8％）となったものの、主力輸送

貨物である鉄鋼業界が好調であることや運賃改訂等が徐々に浸透したことから、売上高3,009百万円（前

年同期比267百万円増、＋9.7％）と順調に推移いたしました。しかしながら、燃料油の負担増や傭船料の

上昇に加え、営業力強化等の管理費増加の影響も大きく、営業利益67百万円（前年同期比１百万円

減、-1.9％）の増収減益となりました。

(ⅱ) 　外航海運では、遅延しておりましたＳＤＬシリーズ新船投入計画も当中間期に完了し、取扱量は274千

トン（前年同期比75千トン増、＋38.1％）、売上高は744百万円（前年同期比245百万円増、+49.3％）と

取扱量・売上高ともに回復しつつあります。しかしながら、外的には燃料油の高騰、北朝鮮航路の運航自

粛、東シナ海で連続発生した台風の影響、内的には竣工までの建造資金の金利負担や管理費の負担増など

の要因により、営業利益は９百万円（前年同期比21百万円減、-68.7％）の増収減益となりました。

②港運・倉庫事業

(ⅰ) 　港運事業では、国際複合輸送業務をはじめとする新規営業開拓に注力するとともに、効率的な営業施策

を全社的に目指したことや、鉄鋼や機械類の取扱量が順調に伸びたこともあり、取扱量709千トン（前年

同期比66千トン増、＋10.4％）、売上高2,616百万円（前年同期比268百万円増、＋11.4％）と増収にて推

移いたしました。また、営業利益にあっては、営業強化にともなう管理費等の負担増もありましたが、89

百万円（前年同期比６百万円増、＋8.0％）の増益を確保することができました。

(ⅱ) 　倉庫事業では、取扱量は49千トン（前年同期比３千トン減、-6.3％）と減少しましたが、全社的な営業

開拓が結実し、売上高にあっては499百万円（前年同期比17百万円増、＋3.5％）と増収を確保することが

できました。しかしながら、老朽施設の修繕や投入人員等の管理費の負担増をまかないきれず、営業利益

△20百万（前年同期比２百万円減、-12.8％）の損失を計上いたしました。

③その他事業

　不動産賃貸部門および商事部門は売上高58百万円（前年同期比55百万円減、-48.9％）、営業利益2百万円（前

年同期比１百万円減　-45.2％）を計上しました。売上高の減少は、商事部門における輸入代行業務の減少によ

るものであります。

　以上の通り当社グループの当中間連結会計期間の業績は、取扱量においては前年同期とほぼ同等の2,293千トン

（前年同期比14千トン減、-0.6％）と微減となりましたが、売上高は6,928百万円（前年同期比742百万円増、＋

12.0％）と増収を計上することができました。しかしながら、外航事業の新船投入による費用負担もあって、当中

間連結純利益は60百万円（前年同期比16百万円減、-21.3％）と減益に至りました。
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（２）財政状態

　   当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は（以下「資金」という）前連結会計年度末に比

べ310百万円減少し、当中間連結会計期間末は1,020百万円となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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）

　当中間連結会計期間において営業活動による資金は、101百万円減少しました。（前年同期は67百万円の増加）主

な内訳は、税金等調整前中間純利益が122百万円、減価償却費133百万円、仕入債務の増加額96百万円等に対し、売

上債権の増加225百万円、法人税等の支払176百万円があったこと等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は678百万円となりました。（前年同期は808百万円の

使用）これは、主に船舶の取得518百万円、傭船先に対する貸付金183百万円を実行したことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において財務活動の結果得られた資金は468百万となりました。（前年同期は1,078百万円の

増加）これは、主に新船建造のための資金の調達400百万円、傭船先への転貸資金200百万円を調達する一方、長期

借入金の返済を367百万円行ったことによるものです。

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 17.6 23.6 21.9 21.5 19.9

時価ベースの自己資本比率

（％）
31.6 34.2 53.1 37.6 32.0

債務償還年数（年） 10.3 11.6 34.6 20.6 ―

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
3.9 3.8 1.4 2.6 ―

  　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

 　　（中間期については営業キャッシュ・フローを年額に換算するために２倍しております。）

 　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

 ※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

 　　※有利子負債は、連結(中間連結)貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象と

しております。

 　　※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結(中間連結)キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活

動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。
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（３） 通期の見通し

　当面の経済情勢にあっては堅調な内需に支えられ、景気回復基調は継続するものと考えられますが、原油価格の

高止まりや人件費など固定費負担により、全般的に企業収益は圧迫され、景気回復の足取りはやや鈍るものと想定

しております。

　特に懸案の原油価格の動向につきましては、投機的・季節的な要因による価格変動はあるものの、産油国間の不

安定リスクが恒常的に残存し、急激な原油価格の下落はないものと予想され、引き続き不透明感が残るものと考え

ております。

　このような状況下、当社グループの海運事業（内航・外航）にあっては、遅れておりました社船団が当下半期よ

り本格的に就航稼動いたしますので、安全性と効率性を追求した安定輸送体制の下、傭船市況に左右されにくい運

航収益の実現を目指してまいります。また、港運倉庫事業にあっても、組織横断的な物流ニーズの開拓戦略と高品

質なサービス提供ができる営業体制の再構築が進んでおり、引き続き着実な業績確保に邁進してまいります。

　これらの営業施策をもちまして、当社グループの通期業績は売上高14,000百万円、経常利益270百万円、当期純利

益150百万円と予想しております。なお、この予想値は中間業績を考慮し期初予想を変更しております。

＜連結業績見通し＞ （単位　百万円）

平成18年３月期 平成19年３月期

上期実績 下期実績 通期実績 第１四半期 第２四半期 上期実績 下期予想 通期予想

売上高 6,185 6,460 12,645 3,417 3,511 6,928 7,072 14,000

営業利益 169 149 318 66 82 148 172 320

経常利益 134 112 246 54 68 122 148 270

当期純利益 77 84 161 26 34 60 90 150

＜単独業績見通し＞ （単位　百万円）

平成18年３月期 平成19年３月期

上期実績 下期実績 通期実績 第１四半期 第２四半期 上期実績 下期予想 通期予想

売上高 5,696 5,880 11,576 3,083 3,106 6,189 6,311 12,500

営業利益 142 164 306 68 74 142 158 300

経常利益 125 144 269 69 84 153 147 300

当期純利益 72 109 181 41 51 92 88 180
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 （４）事業等のリスク

 　　以下において、当社グループの事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載

しております。また、当社グループは当社グループでコントロールできない外部要因や必ずしも事業上のリスクに該当

しない事項についても、投資者の投資判断上重要と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観

点から開示しております。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、その発生の予防および発生

時の対応に努力する方針でありますが、当社株式に関する投資判断、当社グループの経営状況および将来の事業につい

ての判断は、以下の事項および本書中本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。

また、以下の記載は、当社株式への投資に関連するリスク全てを網羅するものではありません。

   ① 傭船先の経営状況の動向

 　　　当社グループは、内航海運事業において貨物の輸送責任を全うするため、船舶の確保と傭船先との協調体制を確

立する必要があり、船主が船舶を調達するにあたり、一部について債務保証を金融機関に行っております。また、

船主サイドの突発的な資金需要に対して、貸付金を実行しております。従いまして、傭船先の経営状況によっては

債務保証の履行、貸倒損失の発生といったリスクを負っております。

 　② マーケット動向

 　　　当社グループは、近海マーケットに着目して社有船４隻を投入して積極的な事業展開を図っております。しかし、

近海マーケットの需要減退、競争激化または船腹需給バランス等の影響により社有船の稼働率が低下する可能性が

あり、その結果、当社グループの業績および財務に影響を及ぼす可能性があります。

 　③ 金利動向

 　　　当社は資金の調達手段として間接金融に負うところが大きく、金利スワップ取引による金利の固定化を図ってお

りますが、一部変動金利で調達している資金については金利変動リスクを受ける可能性があります。

 　④ 為替動向

　　　 当社グループの事業においては、外貨建取引もあり、為替予約等のヘッジ取引により、為替相場変動の影響の軽

減に努めておりますが、為替相場の変動が当社グループの損益に影響を及ぼす可能性があります。

 　⑤ 燃料価格の動向

 　　　燃料油価格は世界的な原油需給、産油国の動向等により変動しますが、燃料油の価格の高止まり、または著しい

高騰等により、当社グループの業績および財務に影響を及ぼす可能性があります。

 　⑥ 特定の取引先（高売上比率先）の動向

 　　　当社は、大和工業株式会社のグループからその物流部門を請け負っており、また、ＪＦＥ物流株式会社グループ

とも多くの取引を頂いておりますが、その輸送品目は鉄鋼であり、両者グループからの売上は全売上の30％程度に

達しております。経済活動の産業基礎物資である鉄鋼は景気に左右されることから、今後の景気動向、ひいては日

本の景気に強い影響力のある中国の動向によりましては経営に影響を及ぼす可能性があります。　　　　　　　　

　　　　　　　　

 　⑦ 法的規制の動向

 　　　当社グループの事業は、事業展開する各国において、事業・投資の許可、国家安全保障等による輸出制限などの

政府規制の適用を受けるとともに、通商、独占禁止、環境・リサイクル関連の法的規制を受けております。さらに、

国内においても事業継続に必要な各種の法的規制を受けております。これらの規制を遵守できなかった場合、業務

停止などの重いペナルティーを受ける可能性があります。　

 　⑤自然災害等の発生

 　　　当社グループの事業拠点において自然災害が発生した場合には、顧客の輸送サービスが停止することによる売上高

の減少、また、被災設備の修復に一時的な費用負担が発生し、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 　⑥その他

 　　・輸送貨物や保管貨物の安全確保が不十分な場合には、貨物保証リスクの懸念があります。

 　　・当社の輸送手段である船舶については、社有船はもとより傭船にも事故等による運航リスクがあります。
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４．中間連結財務諸表等
（1） 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金   1,259   1,020   1,331  

２　受取手形及び売掛金   1,681   1,915   1,690  

３　たな卸資産   32   41   33  

４　前払費用   34   28   21  

５　繰延税金資産   7   17   23  

６　その他   289   307   275  

貸倒引当金   △15   △15   △15  

流動資産合計   3,289 37.6  3,315 31.0  3,359 32.7

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1) 建物及び建物付属設備 ※２ 974   924   949   

(2) 船舶 ※２ 662   3,231   1,417   

(3) 土地 ※２ 623   623   623   

(4) 建設仮勘定  1,188   214   1,608   

(5) その他  50 3,498 40.0 50 5,044 47.1 46 4,647 45.2

２　無形固定資産           

(1) 営業権  58   41   49   

(2) その他  31 89 1.0 26 68 0.6 28 78 0.7

３　投資その他の資産           

(1) 投資有価証券 ※２ 1,352   1,626   1,763   

(2) 長期貸付金  277   468   318   

(3) 長期前払費用  62   56   58   

(4) 長期未収運賃  121   150   150   

(5) 繰延税金資産  82   95   28   

(6) その他  162   159   164   

貸倒引当金  △186 1,873 21.4 △283 2,274 21.3 △283 2,200 21.4

固定資産合計   5,461 62.4  7,387 69.0  6,925 67.3

資産合計   8,751 100.0  10,702 100.0  10,285 100.0

           

－ 8 －



  
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

　１　支払手形   289   345   317  

 ２　買掛金   1,021   1,110   1,042  

３　短期借入金 ※２  2,742   3,111   2,781  

４　未払法人税等   83   63   182  

５　その他   124   91   138  

流動負債合計   4,260 48.7  4,722 44.1  4,462 43.4

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金 ※２  1,911   3,014   2,814  

２　退職給付引当金   313   344   328  

３　未払役員退職慰労金   43   43   43  

４　船舶修繕引当金   9   24   11  

５　債務保証損失引当金   305   415   415  

６　その他   －   5   －  

固定負債合計   2,583 29.5  3,848 36.0  3,612 35.1

負債合計   6,844 78.2  8,570 80.1  8,074 78.5

（少数株主持分）           

少数株主持分   － －  － －  －  

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   612 7.0  － －  612 6.0

Ⅱ　資本剰余金   33 0.4  － －  33 0.3

Ⅲ　利益剰余金   883 10.1  － －  967 9.4

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   386 4.4  － －  605 5.9

Ⅴ　自己株式   △8 △0.1  － －  △8 △0.1

資本合計   1,907 21.8  － －  2,210 21.5

負債、少数株主持分及び資
本合計

  8,751 100.0  － －  10,285 100.0

           

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 612 5.7 － －

２　資本剰余金  － － 33 0.3 － －

３　利益剰余金  － － 967 9.0 － －

４　自己株式  － － △8 △0.1 － －

株主資本合計  － － 1,604 15.0 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額金  － － 519 4.9 － －

２　繰延ヘッジ損益  － － 8 0.1 － －

評価・換算差額等合計  － － 528 4.9 － －

純資産合計  － － 2,132 19.9 － －

負債純資産合計  － － 10,702 100.0 － －
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（2）中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   6,185 100.0  6,928 100.0  12,645 100.0

Ⅱ　売上原価   5,239 84.7  5,965 86.1  10,759 85.1

売上総利益   945 15.3  962 13.9  1,886 14.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  776 12.6  814 11.8  1,568 12.4

営業利益   169 2.7  148 2.1  318 2.5

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  2   3   6   

２　受取配当金  15   17   20   

３　持分法による投資利益  ―   5   3   

４　船舶建造遅延損害金  ―   34   11   

５　為替差益  2   8   2   

６　その他  4 24 0.4 2 72 1.0 8 52 0.4

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  50   67   112   

２　持分法による投資損失  0   ―   ―   

３　船舶建造遅延損害費  ―   21   ―   

４　その他  7 58 1.0 9 98 1.4 12 124 1.0

経常利益   134 2.2  122 1.8  246 1.9

Ⅵ　特別利益           

１　貸倒引当金戻入額  0   ―   0   

２　投資有価証券売却益  27   ―   138   

 ３　固定資産売却益（船舶）  ―   ―   104   

４　その他  － 27 0.5 ― ― ― 2 245 1.9

Ⅶ　特別損失           

１　債務保証損失引当金繰入  －   ―   109   

２　貸倒引当金繰入額  25   ―   116   

３　その他  － 25 0.4 ― ― ― 7 232 1.8

税金等調整前中間（当期）
純利益

  137 2.2  122 1.8  259 2.0

法人税、住民税
及び事業税

 86   62   234   

法人税等調整額  △26 60 1.0 △0 61 0.9 △136 98 0.8

中間(当期)純利益   77 1.2  60 0.9  161 1.2
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（3） 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   33  33

Ⅱ　資本剰余金
中間期末（期末）残高

  33  33

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   842  842

Ⅱ　利益剰余金増加高      

中間（当期）純利益  77  161  

Ⅲ　利益剰余金減少高      

配当金  36 36 36 36

Ⅳ　利益剰余金
中間期末（期末）残高

  883  967
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中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

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

平成18年３月31日　残高

（百万円）
612 33 967 △8 1,604

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（百万円）　　　（注）   △61  △61

中間純利益（百万円）   60  60

自己株式の取得（百万円）    △0 △0

株主資本以外の項目の中間連結会計期間

中の変動額（純額）　（百万円）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
  △0 △0 △0

平成18年９月30日　残高

（百万円）
612 33 967 △8 1,604

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券　　　

評価差額金
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
605 ― 605 2,210

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（百万円）　　（注）    △61

中間純利益（百万円）    60

自己株式の取得（百万円）    △0

株主資本以外の項目の中間連結会計期間

中の変動額（純額）　（百万円）
△85 8 △77 △77

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△85 8 △77 △77

平成18年９月30日　残高

（百万円）
519 8 528 2,132

 　　（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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（4） 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  

                       
前中間連結会計期間

  
（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

                        
当中間連結会計期間  

  
（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フ
ロー計算書
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益  137 122 259

減価償却費  82 133 151

貸倒引当金の増減額  19 △0 116

有形固定資産売却損益  ― ― △104

為替差損益  △2 △0 △1

持分法による投資損益  0 △5 △3

退職給付引当金の増減額  30 15 45

 債務保証損失引当金の増減額  ― ― 109

受取利息及び受取配当金  △17 △21 △26

支払利息  50 67 112

その他の営業外収益  △6 △45 △24

その他の営業外費用  7 31 19

有価証券の売却損益  △27 ― △138

有価証券の評価損  2 ― 2

有形固定資産除却損  2 0 2

売上債権の増減額  △94 △225 △132

たな卸資産の増減額  △10 △7 △11

仕入債務の増減額  132 96 181

その他の増減額  △106 △40 △43

小計  199 120 513

利息及び配当金の受取額  20 23 29

利息の支払額  △46 △67 △104

その他の営業外収益の受取額  6 29 13

その他の営業外費用の支払額  △5 △31 △19

法人税等の支払額  △107 △176 △159

営業活動によるキャッシュ・フロー  67 △101 272

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー     

有価証券等の取得による支出  △55 △6 △187

有価証券等の売却による収入  72 7 274

有形固定資産の取得による支出  △741 △518 △2,094

有形固定資産の売却による収入  ― ― 250

短期貸付金の増減額  ― ― △7

長期貸付金による支出  △105 △183 △169

長期貸付金の回収による収入  21 22 51

投資活動によるキャッシュ・フロー  △808 △678 △1,883

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入れによる増減  344 298 286

長期借入れによる収入  940 600 2,330

長期借入金の返済による支出  △169 △367 △559

配当金の支払額  △36 △61 △36

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,078 468 2,019

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額  2 0 1

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額（又は減
少額）

 339 △310 410

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高  920 1,331 920

Ⅶ現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高

 1,259 1,020 1,331
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１　連結の範囲に関する事項 (イ)連結子会社の数　　１社

会社名　　新大同海運㈱

(イ)連結子会社の数　　１社

会社名　　新大同海運㈱

(イ)連結子会社の数　１社

　会社名　　新大同海運㈱

２　持分法の適用に関する事

項

(イ)持分法適用の関連会社数

　１社

会社名　　㈱吉美

(イ)持分法適用の関連会社数

　１社

会社名　　㈱吉美

(イ)持分法適用の関連会社数

　１社

会社名　㈱吉美

３　連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　連結子会社の中間決算日は中間

連結決算日と同一であります。

同左 　連結子会社の決算日は連結決算

日と同一であります。

４　会計処理基準に関する事

項

   

(イ)重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　たな卸資産

貯蔵品…最終仕入原価法による

原価法

①　たな卸資産

貯蔵品…最終仕入原価法による

原価法（内航）　移

動平均法による原価

法（外航）

①　たな卸資産

貯蔵品…最終仕入原価法による

原価法（内航）

移動平均法（外航）

 ②　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

…中間連結決算日の市場価格等

に基づく時価法（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

しております。）

②　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

…当中間連結会計期間より中間

連結決算日の市場価格等に基づ

く時価法（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して

おります。）

②　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

…連結決算日の市場価格等に基

づく時価法（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して

おります。）

 時価のないもの

…移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 ③　デリバティブ

時価法

③　デリバティブ

同左

③　デリバティブ

同左

(ロ)重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

建物（建物付属設備を除く）及

び船舶の一部

………………定額法

その他のもの

………………定率法

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

①　有形固定資産

同左

①　有形固定資産

同左

 建物及び付属設備 ５～50年

船舶 12～15年

  

 ②　無形固定資産

　定額法（なお、自社利用ソフト

ウエアについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づく定

額法）

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(ハ)重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失

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。

①　貸倒引当金

　　　　　　同左

①　貸倒引当金

　　　　　　同左

②　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務の見込額に基づき、当中間

連結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。

　なお、会計基準変更時差異

（215百万円）については、10年

による均等額を費用処理しており

ます。

　過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５年）による定額法

により費用処理することとしてお

ります。

②　退職給付引当金

　　　　　　同左

 

 

②　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務の見込額に基づき計上して

おります。

　なお、会計基準変更時差異

（215百万円）については、10年

による均等額を費用処理しており

ます。

　過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５年）による定額法

により費用処理することとしてお

ります。

 ③　役員退職慰労引当金

　当中間連結会計期間より、役員

退職金規定を廃止し、既往分は未

払役員退職慰労金に計上しており

ます。

③　役員退職慰労引当金

　　　　　───

③　役員退職慰労引当金

　当連結会計年度より、役員退職

金規定を廃止し、既往分は未払役

員退職慰労金に計上しております。

 ④　船舶修繕引当金

　船舶安全法の規定に基づく定期

検査等の支出に備えて、５年間に

必要とするドック費用を見積り、

計上しております。

④　船舶修繕引当金

　　　　　  同左

④　船舶修繕引当金

　　　　　 同左

 ⑤　債務保証損失引当金

　保証債務による損失に備えるた

め、被保証先の財務内容を勘案し

て所要額を見積り計上しておりま

す。

⑤　債務保証損失引当金

 同左

⑤　債務保証損失引当金

同左

    

(ニ)重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間連

結決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。

 同左 　外貨建金銭債権債務は、連結決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。

    

(ホ)重要なリース取引の処

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
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前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(ヘ)重要なヘッジ会計の方

法

①　ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理に

よっております。なお、特例処理

の要件を満たしている金利スワッ

プについては特例処理によってお

ります。

①　ヘッジ会計の方法

同左

①　ヘッジ会計の方法

同左

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　当中間連結会計期間にヘッジ会

計を適用したヘッジ手段とヘッジ

対象は以下のとおりであります。

a.ヘッジ手段…為替予約

へッジ対象…外貨建買入債務

及び外貨建予定取引

b.ヘッジ手段…金利スワップ

  ヘッジ対象…借入金

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　当連結会計年度にヘッジ会計を

適用したヘッジ手段とヘッジ対象

は以下のとおりであります。

a.ヘッジ手段…為替予約

へッジ対象…外貨建買入債務

及び外貨建予定取引

b.ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

 ③　ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権限

規定及び取引限度額等を定めた内

部規定に基づき、ヘッジ対象に係

る為替相場変動リスク及び金利変

動リスクを一定の範囲内でヘッジ

しております。

 

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

 ④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ロー変動の累計又は金利変動と

ヘッジ手段のキャッシュ・フロー

変動の累計又は金利変動を半期ご

とに比較し、両者の変動額等を基

礎にして、ヘッジ有効性を評価し

ております。

　

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ロー変動の累計又は相場変動と

ヘッジ手段のキャッシュ・フロー

変動の累計又は相場変動を半期ご

とに比較し、両者の変動額等を基

礎にして、ヘッジ有効性を評価し

ております。ただし、特例処理に

よっている金利スワップについて

は有効性の評価を省略しておりま

す。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

　

(ト)その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための基本となる

重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

５　中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及び現金

同等物）は、手許現金、取得日か

ら３ケ月以内に満期の到来する流

動性の高い、かつ価値が変動する

おそれのほとんどない、預金・貯

金のみを計上しております。

同左 　連結キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、取得日から３

ケ月以内に満期の到来する流動性

の高い、かつ価値が変動するおそ

れのほとんどない、預金・貯金の

みを計上しております。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 （固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より、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」（企業会計基準適用

指針第６号　平成15年10月31日）

を適用しております。なお、これ

による当中間連結会計期間の損益

に与える影響はありません。

─────

　

 （固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、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」（企業会計基準適用指針

第６号　平成15年10月31日）を適

用しております。なお、これによ

る税金等調整前当期純利益に影響

はありません。

 ─────

 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「貸

借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第

５号　平成17年12月９日）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」

（企業会計基準適用指針第８号　

平成17年12月９日）を適用してお

ります。

　従来の資本の部の合計に相当す

る金額は、2,124百万円でありま

す。

　なお、中間連結財務諸表規則の

改正により、当中間連結会計期間

における中間連結貸借対照表の純

資産の部については、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成し

ております。

 ─────

 

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 ─────

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当中間連結会計期間において、営

業活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含めていました「債務

保証損失引当金の増減額」（―百万

円）は重要性が増加したため、当中

間連結会計期間より区分掲記するこ

とにいたしました。

 ─────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

 1,870百万円      1,631百万円       1,512百万円

※２　担保資産及び担保付債務 ※２　担保資産及び担保付債務 ※２　担保資産及び担保付債務

①担保に供している資産 ①担保に供している資産 ①担保に供している資産

建物 724百万円

船舶 550　〃

土地 611　〃

投資有価証券 889　〃

計 2,776百万円

建物    681百万円

船舶 　3,132　〃

土地 　521　〃

投資有価証券 　1,164　〃

計    5,500百万円

　上記の他に、信用状開設のた

めに定期預金40百万円を担保に

提供しております。

建物    710百万円

船舶 　1,313　〃

土地 　　611　〃

投資有価証券 　1,245　〃

計    3,880百万円

　上記の他に、信用状開設のた

めに定期預金40百万円を担保に

提供しております。

②担保付債務 ②担保付債務 ②担保付債務

短期借入金 1,877百万円

長期借入金 490　〃

計 2,368百万円

短期借入金  1,848百万円

長期借入金 2,777　〃

計   4,625 百万円

短期借入金    1,833百万円

長期借入金 　1,880　〃

計   3,713百万円

　３　保証債務

　連結会社以外の会社の金融機関等から

の借入に対して次のとおり債務保証を行っ

ております。

　３　保証債務

　連結会社以外の会社の金融機関等から

の借入に対して次のとおり債務保証を行っ

ております。

　３　保証債務

　連結会社以外の会社の金融機関等から

の借入に対して次のとおり債務保証を行っ

ております。

㈲福島海運 379百万円

誠進海運㈲ 139　〃

橋本海運㈲ 77　〃

幸盛海運㈱ 79　〃

杉本海運㈲ 78　〃

英幸海運㈲ 74　〃

小計 827百万円

債務保証損失引当額 305百万円

計 522百万円

㈲福島海運   376百万円

誠進海運㈲ 　135　〃

幸盛海運㈲ 77　〃

英幸海運㈱ 　72　〃

橋本海運㈲ 59　〃

杉本海運㈲ 59　〃

小計    780百万円

債務保証損失引当額   415百万円

計    365百万円

㈲福島海運    377百万円

誠進海運㈲ 137　〃

幸盛海運㈱ 　78　〃

英幸海運㈱ 73　〃

橋本海運㈲ 67　〃

杉本海運㈲ 59　〃

小計    793百万円

債務保証損失引当額    415百万円

計    378百万円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目

　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目

　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目

　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は、次のとおりであります。

給料手当 418百万円

福利厚生費 82　〃

退職給付引当金繰入額 28　〃

旅費交通費 26　〃

賃借料 45　〃

通信費 19　〃

減価償却費 11　〃

給料手当    440百万円

福利厚生費 　86　〃

退職給付引当金繰入額 　31　〃

旅費交通費 　28　〃

賃借料 　46　〃

通信費 18　〃

減価償却費 　10　〃

給料手当   832百万円

福利厚生費 　168　〃

退職給付引当金繰入額 　57　〃

旅費交通費 　53　〃

賃借料 　93　〃

通信費 　36　〃

減価償却費 　22　〃

（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期間
　　増加株式数

（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 12,240,000 － － 12,240,000

合計 12,240,000 － － 12,240,000

自己株式

普通株式　　　　　（注） 47,514 152 － 47,666

合計 47,514 152 － 47,666

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加152株は、単元未満株式の買取による増加であります。

 

２．配当関する事項

配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり　
　配当額
（円）

基準日 効力発生日

　平成18年６月28日

　　定時株主総会
　普通株式 61 5 平成18年３月31日 平成18年６月29日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(1）現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

(1）現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

(1）現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

現金及び預金勘定 1,259百万円

現金及び現金同等物 1,259百万円

現金及び預金勘定    1,020百万円

現金及び現金同等物   1,020百万円

現金及び預金勘定    1,331百万円

現金及び現金同等物    1,331百万円
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　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

(1) リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び中間期末残高相当額

　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

(1) リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び中間期末残高相当額

　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

(1) リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び期末残高相当額

　全て工具・器具・備品であります。 　全て工具・器具・備品であります。   全て工具・器具・備品であります。

取得価額相当額 49百万円

減価償却累計額相当額 29　〃

中間期末残高相当額 20　〃

取得価額相当額   49百万円

減価償却累計額相当額　38　〃

中間期末残高相当額 10　〃

取得価額相当額   49百万円

減価償却累計額相当額　34　〃

期末残高相当額 　15　〃

(2) 未経過リース料中間期末残高相当

額等

(2) 未経過リース料中間期末残高相当

額等

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料中間期末残高相当

額

 

　　未経過リース料中間期末残高相当

額

 

　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 10百万円

１年超 10　〃

合計 20百万円

１年内   7百万円

１年超 　3　〃

合計   10百万円

１年内   10百万円

１年超 　5　〃

合計   15百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額及び

支払利息相当額及び減損損失

(3) 支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額及び

支払利息相当額及び減損損失

(3) 支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額及び

支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 5百万円

減価償却費相当額 5　〃

支払利息相当額 0　〃

支払リース料  4百万円

減価償却費相当額 　4　〃

支払利息相当額 0　〃

支払リース料   10百万円

減価償却費相当額　10　〃

支払利息相当額 　0　〃

(4) 減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっており

ます。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

   

(5) 利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、

利息法によっております。

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損　　

失はありません。 

(5) 利息相当額の算定方法

同左

 

 

 

　

 

(5) 利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

取得原価
（百万円）

中間連結
貸借対照
表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

中間連結
貸借対照
表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

連結貸借
対照表計
上額
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの
         

①　株式 530 1,180 650 511 1,402 890 612 1,630 1,017

②　債券 － － － － － － － － －

③　その他 － － － － － － － － －

小計 530 1,180 650 511 1,402 890 612 1,630 1,017

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
         

①　株式 30 29 △0 102 85 △17 － － －

②　債券 － － － － － － － － －

③　その他 － － － － － － － － －

小計 30 29 △0 102 85 △17 － － －

合計 560 1,210 650 614 1,488 873 612 1,630 1,017

２　時価評価されていない主な有価証券の内容

区分

前中間連結会計期間
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（平成18年９月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

その他有価証券    

①非上場株式

（店頭売買株式を除く）
70 72 70

②合同運用指定金銭信託他 12 ― ―

合計 82 72 70

③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

　「金融商品に係る会計基準」により、

ヘッジ会計を行っているため、開示す

べき事項はありません。

同左 同左
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

 
海運事業
（百万円）

港運・倉庫
事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社(百万円)

連結
（百万円）

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 3,240 2,830 114 6,185 － 6,185

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
0 8 0 9 (9) －

計 3,241 2,839 114 6,195 (9) 6,185

営業費用 3,140 2,775 110 6,025 (9) 6,016

営業利益 100 64 3 169 － 169

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 
海運事業
（百万円）

港運・倉庫
事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社(百万円)

連結
（百万円）

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 3,754 3,116 58 6,928 ― 6,928

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
0 5 ― 5 (5) ―

計 3,754 3,121 58 6,933 (5) 6,928

営業費用 3,676 3,053 56 6,785 (5) 6,780

営業利益 78 68 2 148 ― 148

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 
海運事業
（百万円）

港運・倉庫
事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社(百万円)

連結
（百万円）

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 6,734 5,710 201 12,645 ― 12,645

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
0 18 0 18 (18) ―

計 6,734 5,728 201 12,663 (18) 12,645

営業費用 6,525 5,625 194 12,345 (18) 12,327

営業利益 209 102 7 318 ― 318

　（注）１　事業の取り扱いの種類、損益集計区分及び関連資産等に照らし、事業区分を行っております。

２　各事業の主な内容

(1）海運事業………………内航海運、外航海運

(2）港運・倉庫事業………港湾運送事業、倉庫事業

(3）その他事業……………不動産賃貸、商事業務
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ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自　平成18

年４月１日　至　平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　全セグメントの売上高の合計に占める本邦の割合が、いずれも90％を超えているため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自　平成18

年４月１日　至　平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 　156.47円

１株当たり中間純利益金額　　6.33円

１株当たり純資産額　　 174.93円

１株当たり中間純利益金額  　4.98円

１株当たり純資産額 181.30円

１株当たり当期純利益金額  13.23円

　（注）１　潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

２　１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

中間（当期）純利益金額（百万円） 77 60 161

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
77 60 161

普通株式の期中平均株式数（千株） 12,194 12,192 12,193

（重要な後発事象）

　　　該当事項はありません。　
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５．事業部門別売上高明細

事業
前中間期（平成17.４～17.９） 当中間期（平成18.４～18.９） 前期（平成17.４～18.３）

数量 売上高 数量 売上高 数量 売上高

万トン 百万円 万トン 百万円 万トン 百万円

外航事業 19 498 27 744 43 1,087

内航事業 141 2,742 126 3,009 269 5,646

港運事業 64 2,348 71 2,616 133 4,761

倉庫事業 5 482 5 499 9 948

その他事業 ― 114 ― 58 ― 201

合計 230 6,185 229 6,928 455 12,645

６．取扱品目別屯数及び売上高明細

品目
前中間期（平成17.４～17.９） 当中間期（平成18.４～18.９） 前期（平成17.４～18.３）

数量 売上高 数量 売上高 数量 売上高

万トン 百万円 万トン 百万円 万トン 百万円

鉄鋼 116 2,934 132 3,541 233 5,619

飼料 12 219 7 137 25 459

農水産品 6 274 6 251 14 578

油糧 5 67 4 61 10 128

鉱石類 4 88 6 120 9 153

機械類 1 53 2 82 4 109

紙・パルプ 1 9 1 9 1 17

自動車 2 72 1 59 4 161

その他貨物 80 2,350 70 2,610 155 5,218

合計 230 6,071 229 6,870 455 12,444

　（注）　外航事業・内航事業・港運事業・倉庫事業を合算したものであります。
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