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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1)　連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 7,777 12.2 232 56.8 217 77.9 135 125.0

18年９月中間期 6,928 12.0 148 △12.2 122 △9.2 60 △21.3

19年３月期 14,611 ― 340 ― 264 ― 120 ―

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

円 銭 円 銭

19年９月中間期 11 12 － －

18年９月中間期 4 98 － －

19年３月期 9 90 － －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 14百万円 18年９月中間期 5百万円 19年３月期 19百万円

(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

19年９月中間期 11,375 2,504 22.0 205 53

18年９月中間期 10,702 2,132 19.9 174 93

19年３月期 11,363 2,323 20.4 190 61

（参考）自己資本 19年９月中間期 2,504百万円 18年９月中間期 2,132百万円 19年３月期 2,323百万円

(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

19年９月中間期 527 43 △500 1,191

18年９月中間期 △101 △678 468 1,020

19年３月期 236 △1,186 739 1,120

２．配当の状況

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 － － 5 00 5 00

20年３月期 － － －

20年３月期（予想） － 8 00 8 00

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％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
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 15,000 2.7 450 32.4 360 36.4 230 91.7 18 87

－ 1 －



４．その他

(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

 

(2)　中間連結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（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に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　　有

②　①以外の変更　　　　　　　　　無

（注）詳細は、15ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」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） 19年９月中間期 12,240,000株 18年９月中間期 12,240,000株 19年３月期 12,240,000株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 55,558株 18年９月中間期 47,666株 19年３月期 50,512株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、26ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1)　個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 7,018 13.4 173 21.8 193 26.0 119 29.3

18年９月中間期 6,189 8.7 142 △0.1 153 23.1 92 27.2

19年３月期 12,998 ― 308 ― 312 ― 127 ―

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 9 76

18年９月中間期 7 56

19年３月期 10 40

(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

19年９月中間期 11,168 2,446 21.9 200 20

18年９月中間期 10,627 2,116 19.9 173 08

19年３月期 11,191 2,281 20.4 186 65

（参考）自己資本 19年９月中間期 2,446百万円 18年９月中間期 2,116百万円 19年３月期 2,281百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％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
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 13,500 3.9 330 7.1 330 5.7 200 57.4 16 36

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　上記予想は、本資料発表時点で入手可能な情報を前提に算出したものであり、将来の業績に影響を与える不確実

な要因により実際の業績は異なる結果となる可能性があります。
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１．経営成績
（1）経営成績に関する分析

 　　（当中間連結会計期間の経営成績）

　当中間連結会計期間のわが国の経済は、高水準の企業収益や雇用環境の緩やかな改善を背景に引き続き拡大して

おり、設備投資も弱いながらも拡大傾向にあり、総じて底堅い状況にあります。一方では、原油を始めとする原材

料価格の上昇が企業収益を圧迫しており、これに対し各企業はコスト削減策を積極的に実施し、企業収益は堅調で

あるものの、そのコスト吸収力において大企業と中小企業との格差が確実に広がりつつある状況で推移してまいり

ました。

　このような経営環境下におきまして、当社グループは「安全・迅速・信頼」をモットーに、積極的な事業を展開

してまいりました結果、良好な鉄鋼市況の下、新造社船「HKLヤマト」等の稼働の寄与もあり、内航海運事業を中

心に好調な業績の伸びがみられました。また、外航海運事業にあっても、傭船市況に左右されにくい社船SDLシリー

ズ船団等の効率稼働により業績に改善の兆しが見えており、グループ全体の業績は次の通りとなりました。これに

より、取扱量は、2,548千屯（前年同期比255千屯増　＋11.1％）と増加するとともに、売上高7,777百万円（前年

同期比848百万円増減　＋12.2％）、中間純利益135百万円（前年同期比75百万円増　＋125.0％）を計上すること

ができ、増収増益となりました。

 （当期の見通し）

　当面のわが国経済の動向につきましては、企業の好調さが持続するとともに、これが個人消費へ波及し、緩やか

な景気拡大が続くものと思われます。しかしながら、国際情勢にあっては好調なアジア経済が景気を牽引するもの

の、原油価格の更なる高騰や米国経済の減速の状況が長引くと、わが国の景況感にも濃い影を落とすものと考えら

れます。

　このような状況下、当社グループの営業戦略といたしましては、海運事業にあっては好調な内航市況を背景に、

リプレースした内航船団を中核として、より効率的な運航を目指してまいります。また、外航近海事業にあっても

新船投入の効果を十分に引き出すべく、新規営業開拓に邁進してまいります。港運・倉庫事業にあっては、好調な

アジア経済を背景に、国際複合輸送を新規営業展開の核として、これに自社倉庫設備等を最大限に利用した荷捌作

業等を連動させた総合物流サービス体制をもって、荷主各位への提案型営業を展開してまいります。

 ①海運事業

 （イ）内航海運…主力輸送品である鋼材輸送及び機械・プラント類の輸送に支えられ、取扱量は1,439千屯（前年同

期比180千屯増　＋14.3％）と好調に推移いたしました。また、燃料費の高騰もありますが、荷主各位のご協

力を頂くことができたことと、新船投入の効果もあり、経営面・配船面ともに安定した輸送を営むことがで

きました。業績としましては、売上高3,667百万円（前年同期比658百万円増　＋21.9％）、営業利益136百万

円（前年同期比68百万円増　＋101.3％）と大幅な増収増益を計上することができました。

 （ロ）外航海運…北朝鮮航路の運航自粛と東南アジア方面への航路開発により、航海当りの輸送距離と所要日数が

伸びたため、外航事業の取扱量は208千屯（前年同期比65千屯減　－24.0％）と減じておりますが、事業収支

にあっては近海運賃市況に左右されにくいSDLシリーズ社船団の投入効果を始め、船腹保証による運賃設定や

効率的な配船計画を推し進めたことにより、売上高760百万円（前年同期比16百万円増　＋2.2％）、営業利

益59百万円（前年同期比49百万円増　＋501.9％）と順調に推移し、増収増益を計上することができました。

 ②港運・倉庫事業

 （イ）港運事業…好調なアジア経済を背景に、当中間連結会計期間では機械類の輸出入貨物取扱に伸びが見られた

ものの、従来からの主力取扱品の一つである食品類にあっては、中国産の安全性について社会問題化されて

いることから、その取扱量の増加傾向に陰りがみえ始めました。当社はこれに対応すべく、新規貨物開拓を

積極的に展開し業績の向上を図りました結果、売上高2,810百万円（前年同期比194百万円増　＋7.4％）と増

収を計上することができましたが、これに伴う管理費の負担が増加し、営業利益45百万円（前年同期比43百

万円減　－49.2％）と大幅な減益となりました。

 （ロ）倉庫事業…港湾地区から内陸地区へ、より広域な営業展開を図るなか、基本貨物である鋼材品の増加はもと

より、雑貨類の取扱量が着実に伸びてきており、同時に継続的な管理費の見直しを行っております。一方、

貨物の安全保管体制の維持にあっては、神戸地区の老朽化した倉庫群に修繕等の負担が発生し、収益圧迫の

一因にもなっておりますが、日々のメンテナンスをもって細心の対応を図っております。これらの結果とい

たしまして、売上高533百万円（前年同期比34百万円増　＋6.9％）と増収を計上することができましたが、

営業利益にあっては△8百万円（前年同期比12百万円改善）を計上し、利益貢献には至りませんでした。
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（2）財政状態に関する分析

 資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析

　当中間連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末と比較して総資産は11百万円増加し11,375百万

円となりました。主な増減は、有形固定資産の減少168百万円、投資有価証券の増加205百万円等であります。

　負債につきましては、前連結会計年度末と比較して169百万円減少し、8,871百万円となりました。これは、短期

借入金の減少182百万円、長期借入金の減少257百万円等によるものであります。

 　　純資産につきましては、前連結会計年度末と比較して180百万円増加し2,504百万円となりました。これは、利益

剰余金74百万円、その他有価証券評価差額金が109百万円増加したこと等によるものであります。

　   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70百万円増加し、当中間連結会計期間末は1,191百万円となりました。

　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、527百万円増加しました。（前年同期は101百万円の減少）

主な内訳は、税金等調整前中間純利益が214百万円、減価償却費180百万円、仕入債務の増加額118百万円等があっ

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によるキャッシュ・フローは43百万円は増加しました。（前年同期は678

百万円の使用）これは、短期貸付金の減少80百万円、長期貸付金の回収による収入28百万円等と長期貸付金の実行

72百万円等があったことによるものであります。

 （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によるキャッシュ・フローは500百万減少しました。（前年同期は468百万

円の増加）これは、長短期借入金の返済439百万円、配当金の支払61百万円によるものであります。

 （参考）キャッシュ・フローの関連指標の推移

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期
平成20年３月期

中間期

自己資本比率（％）  　　　　17.5  　　　　23.6 21.5 20.4 22.0

時価ベースの自己資本比率

（％）
　　　　 30.9  　　　　34.2 37.6 30.8 32.1

キャッシュ・フロー

対有利子負債比率（年）
　　　　　8.0  　　　　11.6 20.6 27.1 5.6

インタレスト・カバレッジ・

　レシオ（倍）
 　　　　　5.5 　　　　　 3.8 2.6 1.7 7.8

  　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

 　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／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：キャッシュ・フロー／利払い

 （1）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。

 （2）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

 （3）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

 　　（4）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。

 

（3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　　配当の基本的な方針は、配当と内部留保のバランスを考慮しながら株主各位への安定的配当を継続する事を基

本としております。また、毎事業年度における配当は期末配当にて剰余金の配当を行うことを基本方針としており

ます。配当の決定機関は株主総会としております。当事業年度の配当につきましては、会社創立65周年(昭和17年

12月創立)を迎えることから、日頃の株主の皆様のご支援にお応えし、１株当たり５円の普通配当に３円の記念配

当を加えて８円とし、平成20年６月下旬の第65回株主総会に付議する予定であります。これによる配当金総額は97

百万円を予定しております。内部留保金につきましては、経営基盤の強化と将来の事業展開に有効投資してまいり

たいと考えております。
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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

の予防及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及び

将来の事業についての判断は、以下の事項及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、船主への貸付金の実行や債務保証を金融機関に行ってお

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外航海運事業においては、新造船３隻を含めて社有船４隻を運航し、

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及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、為替レート変動の影響

の軽減に努めておりますが、円高進行時には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、投機資金の流入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及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。　

 　　　⑧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。

 　　　⑨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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２．企業集団の状況
　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社１社及び関連会社１社で構成され、内航海運、港湾運

送、倉庫、外航海運、不動産賃貸等の事業活動を行っております。

  当社のグループの事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

　（海運事業）

　　　内航海運・・・当社の主力事業であり、主として国内の海上輸送業務を行っております。関連会社㈱吉美に姫

路港での荷役の一部を委託しております。

　　　外航海運・・・当社の外航海運は、子会社新大同海運㈱に大部分を委託しており、すべての人材を派遣してお

ります。また、輸出入貨物の通関は当社が引き受けております。

　（港運・倉庫事業）

　　　港運・・・・・当社の事業であり、神戸・大阪・姫路港で主として輸出入貨物を取扱っております。

　　　倉庫・・・・・当社の事業であり、神戸・大阪・姫路港で展開しております。関連会社㈱吉美に姫路港におい

て入出庫荷役を委託しております。

　（その他事業）

　　　　不動産賃貸及び貿易業務を担っております。

 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（百万円） 持株比率（％） 主要な事業内容

新大同海運株式会社 95 100 外航海運（近海）事業
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３．経営方針
（1）会社の経営の基本方針

　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）目標とする経営指標

　当社グループは、財務体質の強化が課題であることから、自己資本比率を早期に30％に上げることを目標とする

経営指標として取組んでおります。そのためにも更なる経営の効率化を図り、売上高経常利益率３％を目指した業

務改善に取組んで参ります。

（3）中長期的な会社の経営戦略

　  当社グループは、従来からの事業である「内航・外航海運」と「港運・倉庫」の強化と育成を以って、グループ

の業容拡大を目指しております。国際物流にあっては従来からの中国、台湾、韓国地区を中心に、最近ではタイ、

ベトナム、インドネシア方面へとその取扱い商圏を広げつつあります。これら業容拡大に欠かせない存在として、

海外物流パートナー会社があります。これらパートナー会社との提携開拓と関係強化を推進することにより、相互

に請負貨物の取扱量を拡大してまいります。

　国内の港運事業にあっても、当社グループが事業所開設に至っていない港湾にあっては、永年に亘って築いてま

いりました協力業者との関係を深めることにより、今後も同様に相互信頼関係を高めるとともに、各港において新

たな顧客開発や協力体制を模索していく所存であります。

　内航を中心とする国内物流にあっては、鋼材の海陸一貫輸送の取扱いを主力としており、この事業の業容拡大に

はベース貨物となる鋼材輸送において、安全で安定した配船サービス提供が最大の輸送責任と認識しております。

この使命に応えるためには、傭船船主との良好な関係が不可欠であり、当社グループの経営基調である「共存共

栄」の精神の下、船腹の増強と収益性の向上に努めてまいります。

　外航海運にあってはSDLシリーズ計画（約4,000トン積3隻の新船投入）の全船稼動により、傭船市況に左右され

にくい収益体制の基礎が完成いたしました。ミサイル発射事件により朝鮮航路は自粛状態が続くと認識しており、

これにより同航路を失うこととなりますが、社船４隻の集荷営業にあっては、東京支店を集荷営業の最前線と位置

付けて、神戸本店との共同営業体制を強化推進してまいります。

　倉庫事業にあっては神戸地区の倉庫群に長期安定貨物を確保することが営業課題として残っておりますが、阪神

地区と京浜地区の集荷情報を縦横に結ぶことにより自社倉庫の有効利用を進めてまいります。また、これに平行し

て管理費の削減とコスト意識の徹底をもって収益性を確保するとともに、新たな荷役設備を配することにより、作

業効率を高め、業容の拡大を図っていく所存です。

　これらの施策を着実に実行していくことにより、平成22年3月期には連結売上高170億円、連結経常利益４億円の

達成を目指して参ります。 

（4）会社の対処すべき課題

　　当社グループは、各事業に下記の戦略で臨み、経営基盤の強化と企業価値の増大をはかってまいります。

 ・内航海運・・・・・高止まりする燃料価格の今後の動向に不透明感を残すものの、内需に支えられた鋼材輸送

等の堅調な内航需要が期待できることと、業界全体の船舶の老朽化が進むことが予見されることからも、船腹

増強策はもともより、より収益性の高い船舶の調達をはかってまいります。

・外航海運・・・・・従来の傭船主力による輸送形態から新造船SDLシリーズによる社船団の投入による自社船

輸送への切り替えが完了したことにより、安定した収益性、安全・安定輸送に関するリスク回避が向上し、ま

さに信頼される兵機グループを実践するとともに、集荷営業の再構築を推進し、収益力の更なる増大を目差す

所存であります。

　・港運事業・・・・・好調な中国経済を背景に、国際複合輸送業務を核とした積極的な営業展開を引き続き進め

てまいります。また、残留農薬等を起因とする輸入食品等の取扱量の伸びが停滞する傾向が見受けられますが、

これら不安要素を解消するものとして、好調な鋼材・機械類を中心に輸出貨物取扱の増加を見込んでおります。

 ・倉庫事業・・・・・ 神戸地区倉庫群にあっては、引き続き長期安定貨物の確保に努めてまいります。また、

荷役機械の投入計画をもって、より効率的な収益体制を構築するともに、新たな作業収入の営業開発を進める

ことにより、より確実に利益貢献ができる事業体へ体質強化を進めてまいります。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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 ※２  1,020   1,191   1,120  

２　受取手形及び売掛金 ※４  1,915   2,008   1,980  

３　たな卸資産   41   56   47  

４　前払費用   28   48   33  

５　繰延税金資産   17   16   7  

６　その他   307   220   392  

貸倒引当金   △15   △21   △24  

流動資産合計   3,315 31.0  3,520 30.9  3,557 31.3

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1) 建物及び建物付属設備 ※２ 924   864   896   

(2) 船舶 ※２ 3,231   3,640   3,767   

(3) 土地 ※２ 623   618   622   

(4) 建設仮勘定  214   ―   ―   

(5) その他  50 5,044  50 5,174  57 5,343  

２　無形固定資産           

(1) 内航船舶建造権  41   23   32   

(2) その他  26 68  25 49  26 58  

３　投資その他の資産           

(1) 投資有価証券 ※２ 1,626   2,061   1,856   

(2) 長期貸付金  468   374   325   

(3) 長期前払費用  56   33   47   

(4) 長期未収運賃  150   36   36   

(5) 繰延税金資産  95   ―   ―   

(6) その他  159   155   169   

貸倒引当金  △283 2,274  △32 2,630  △32 2,403  

固定資産合計   7,387 69.0  7,854 69.1  7,806 68.7

資産合計   10,702 100.0  11,375 100.0  11,363 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19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   345   427   401  

 ２　買掛金   1,110   1,259   1,166  

３　短期借入金 ※２  3,111   3,071   3,254  

４　未払法人税等   63   72   ―  

５　その他   91   125   120  

流動負債合計   4,722 44.1  4,956 43.6  4,942 43.5

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金 ※２  3,014   2,884   3,142  

２　退職給付引当金   344   321   343  

３　未払役員退職慰労金   43   26   43  

４　船舶修繕引当金   24   66   44  

５　債務保証損失引当金   415   433   433  

６　繰延税金負債   ―   181   91  

７　その他   5   ―   ―  

固定負債合計   3,848 36.0  3,914 34.4  4,097 36.1

負債合計   8,570 80.1  8,871 78.0  9,040 79.6

           

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  612 5.7 612 5.4 612 5.4

２　資本剰余金  33 0.3 33 0.3 33 0.3

３　利益剰余金  967 9.0 1,101 9.7 1,027 9.0

４　自己株式  △8 △0.1 △10 △0.1 △9 △0.1

株主資本合計  1,604 15.0 1,736 15.3 1,663 14.6

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額金  519 4.9 756 6.7 646 5.7

２　繰延ヘッジ損益  8 0.1 10 0.1 12 0.1

評価・換算差額等合計  528 4.9 767 6.7 659 5.8

純資産合計  2,132 19.9 2,504 22.0 2,323 20.4

負債純資産合計  10,702 100.0 11,375 100.0 11,363 100.0
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19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   6,928 100.0  7,777 100.0  14,611 100.0

Ⅱ　売上原価   5,965 86.1  6,679 85.9  12,565 86.0

売上総利益   962 13.9  1,097 14.1  2,045 14.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  814 11.8  864 11.1  1,704 11.7

営業利益   148 2.1  232 3.0  340 2.3

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  3   6   11   

２　受取配当金  17   18   23   

３　持分法による投資利益  5   14   19   

４　船舶建造遅延損害金  34   ―   38   

５　為替差益  8   6   12   

６　その他  2 72 1.0 13 59 0.8 8 114 0.8

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  67   65   137   

２　船舶建造遅延損害費  21   ―   24   

３　その他  9 98 1.4 8 74 1.0 28 190 1.3

経常利益   122 1.8  217 2.8  264 1.8

Ⅵ　特別利益           

１　貸倒引当金戻入額  ―   ―   16   

２　固定資産売却益（船舶）  ― ― ― ― ― ― 1 17 0.1

Ⅶ　特別損失           

１　債務保証損失引当金繰入  ―   ―   18   

２　固定資産売却損  ―   2   ―   

３　その他  ― ― ― ― 2 0.0 14 32 0.2

税金等調整前中間（当期）
純利益

  122 1.8  214 2.8  249 1.7

法人税、住民税
及び事業税

 62   70   30   

法人税等調整額  △0 61 0.9 8 79 1.0 98 128 0.9

中間(当期)純利益   60 0.9  135 1.7  120 0.8
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（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。

兵機海運(株)（9362）　平成 20 年３月期中間決算短信

－ 11 －



当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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19年３月31日　残高

（百万円）
612 33 1,027 △9 1,663

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（百万円）　　　   △61  △61

中間純利益（百万円）   135  135

自己株式の取得（百万円）    △1 △1

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）
― ― 74 △1 73

平成19年９月30日　残高

（百万円）
612 33 1,101 △10 1,736

 

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19年３月31日　残高

（百万円）
646 12 659 2,323

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（百万円）　　    △61

中間純利益（百万円）    135

自己株式の取得（百万円）    △1

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）
109 △2 107 107

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
109 △2 107 180

平成19年９月30日　残高

（百万円）
756 10 767 2,504
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（百万円）　　　（注）   △61  △61

当期純利益（百万円）   120  120

自己株式の取得（百万円）    △0 △0

株主資本以外の項目の連結会計年度中の

変動額（純額）　（百万円）
     

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
― ― 59 △0 58

平成19年３月31日　残高

（百万円）
612 33 1,027 △9 1,663

 

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（百万円）　　（注）    △61

当期純利益（百万円）    120

自己株式の取得（百万円）    △0

株主資本以外の項目の連結会計年度中の

変動額（純額）　（百万円）
41 12 54 54

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
41 12 54 112

平成19年３月31日　残高

（百万円）
646 12 659 2,323

 　　（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18年４月１日

至　平成18年９月30日）

 当中間連結会計期間  
  

（自　平成19年４月１日

至　平成19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18年４月１日

至　平成19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  122 214 249

減価償却費  133 180 310

貸倒引当金の増減額  △0 △2 38

有形固定資産売却損益  ― 2 △1

為替差損益  △0 ― ―

持分法による投資損益  △5 △14 △19

退職給付引当金の増減額  15 4 14

債務保証損失引当金の増減額  ― ― 18

受取利息及び受取配当金  △21 △25 △35

支払利息  67 65 137

その他の営業外収益  △45 △19 △58

その他の営業外費用  31 8 53

有価証券の売却損益  ― ― △0

有形固定資産除却損  0 0 0

売上債権の増減額  △225 △27 △326

たな卸資産の増減額  △7 △9 △13

仕入債務の増減額  96 118 208

その他の増減額  △40 △49 34

小計  120 447 609

利息及び配当金の受取額  23 29 37

利息の支払額  △67 △67 △136

その他の営業外収益の受取額  29 18 70

その他の営業外費用の支払額  △31 14 △53

法人税等の支払額  △176 85 △292

営業活動によるキャッシュ・フロー  △101 527 236

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  △6 △13 △10

有価証券等の売却による収入  7 11 9

固定資産の取得による支出  △518 △5 △975

固定資産の売却による収入  ― 14 0

短期貸付金の増減額  ― 80 △73

長期貸付金による支出  △183 △72 △186

長期貸付金の回収による収入  22 28 49

投資活動によるキャッシュ・フロー  △678 43 △1,186

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額  298 △139 417

長期借入れによる収入  600 ― 1,062

長期借入金の返済による支出  △367 △300 △678

配当金の支払額  △61 △61 △61

財務活動によるキャッシュ・フロー  468 △500 739

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額  0 ― ―

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額（又は減
少額）

 △310 70 △210

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高  1,331 1,120 1,331

Ⅶ現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高

 1,020 1,191 1,120
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

同左

(イ)連結子会社の数　１社

同左

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

同左

(イ)持分法適用の関連会社数

　１社

同左

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３月末日

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　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。）

時価のないもの

…移動平均法による原価法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 

 

 

時価のないもの

同左

①　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。）

時価のないもの

同左

 ②　デリバティブ

時価法

②　デリバティブ

同左

②　デリバティブ

同左

 ③　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）

③　たな卸資産

同左

③　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）

(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

 

  （会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中間

連結会計期間より、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更してお

ります。これによる損益に与える

影響額は軽微であります。

 （追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した有形固

定資産については、改正前の法人

税法に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の5％に到達し

た連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の5％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて

計上しております。これによる損

益に与える影響額は軽微でありま

す。
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前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 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

(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　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。

③　船舶修繕引当金

　　　　　  同左

③　船舶修繕引当金

　　　　　 同左

 ④　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。

④　債務保証損失引当金

 同左

④　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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

　

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

　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懼れのほとん

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懼れ

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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 （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。

───  （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

　当連結会計年度より、「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、2,310百万円でありま

す。

　なお、当連結会計年度における

連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の連結財務諸表規

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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

（中間連結貸借対照表関係）

　前中間連結会計期間において、営業権と掲記されてい

たものは、当中間連結会計期間から内航船舶建造権と表

示しております。

（中間連結損益計算書関係）

　前中間連結会計期間において、営業外収益「その他」

に含めていた「為替差益」（２百万円）は重要性が増加

したため、当中間連結会計期間から区分掲記しておりま

す。

───

 

 

 

───
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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18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19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

     1,631百万円      1,920百万円  1,765百万円 

※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    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      654百万円

船舶  3,430　〃

土地 　521　〃

投資有価証券 　   893　〃

計   5,500百万円

 

建物    668百万円

船舶 　 3,546  〃

土地  　521  〃

投資有価証券 　1,184　〃

計    5,921百万円

　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  1,848百万円

長期借入金 2,777　〃

計   4,625百万円

短期借入金    1,684百万円

長期借入金    2,574　〃

計    4,259百万円

短期借入金    1,999百万円

長期借入金 　 2,966　〃

計   4,966百万円

　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   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

※４　中間連結会計期間末日満期手形

　 中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって決

済処理しております。なお、当中間連結

会計期間の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期間末日満期

手形が中間連結会計期間末残高に含まれ

ております。

 　　　　受取手形　　　　　　　　21百万円

㈲福島海運      372百万円

誠進海運㈲ 　132　〃

幸盛海運㈲ 74　〃

英幸海運㈱ 70　〃

杉本海運㈲ 57　〃

橋本海運㈲ 43　〃

小計      750百万円

債務保証損失引当額      433百万円

計      317百万円

※４　中間連結会計期間末日満期手形

　 中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって決

済処理しております。なお、当中間連結

会計期間の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期間末日満期

手形が中間連結会計期間末残高に含まれ

ております。

 　　　　受取手形　　　　　　　　 12百万円

㈲福島海運  375百万円

誠進海運㈲ 134　〃

幸盛海運㈱ 75　〃

英幸海運㈱ 71　〃

杉本海運㈲ 58　〃

橋本海運㈲ 51　〃

小計      766百万円

債務保証損失引当額      433百万円

計      333百万円

 
※４　連結会計年度末日満期手形

　 連結会計年度末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって決済処

理しております。なお、当連結会計年度

末日は金融機関の休日であったため、次

の連結会計年度末日満期手形が連結会計

年度末残高に含まれております。

 

 　　　　受取手形　　　　　　　　 14百万円
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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    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    482百万円

福利厚生費 　92　〃

退職給付引当金繰入額 31　〃

旅費交通費 28　〃

賃借料 47　〃

通信費 18　〃

減価償却費 8　〃

給料手当    910百万円

福利厚生費 　179　〃

退職給付引当金繰入額 62　〃

旅費交通費 57　〃

賃借料 95　〃

通信費 36　〃

減価償却費 19　〃

貸倒引当金繰入 42　〃
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（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28日

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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） 50,512 5,046 － 55,558

合計 50,512 5,046 － 55,558

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加5,046株は、単元未満株式の買取による増加1,729株、当社が持分法適用会

社の株式を買い増したことにより増加した自己株式3,317株であります。

 

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19年６月28日

　　定時株主総会
　普通株式 61 5 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末
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 2,998 － 50,512

合計 47,514 2,998 － 50,512

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加2,998株は、単元未満株式の買取による増加であります。

 

２．配当に関する事項

　　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19年６月28日

　　定時株主総会
　普通株式 61 5 平成19年３月31日 平成19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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　 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

   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

   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 1,020 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 1,191 百万円

現金及び現金同等物 　1,191 百万円

現金及び預金勘定 1,120 百万円

現金及び現金同等物 1,120 百万円
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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　38　〃

中間期末残高相当額 10　〃

取得価額相当額   51百万円

減価償却累計額相当額　20　〃

中間期末残高相当額 31　〃

取得価額相当額   49百万円

減価償却累計額相当額　13　〃

期末残高相当額 35　〃

(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   7百万円

１年超 　3　〃

合計   10百万円

１年内    9百万円

１年超 21　〃

合計    31百万円

１年内     10百万円

１年超 25　〃

合計     35百万円

(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  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   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   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

 

 

 

（減損損失について）

同左

　

(5) 利息相当額の算定方法

同左

 

 

 

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

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18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19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 511 1,402 890 416 1,729 1,312 536 1,629 1,092

②　債券 － － － － － － － － －

③　その他 － － － － － － － － －

小計 511 1,402 890 416 1,729 1,312 536 1,629 1,092

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 102 85 △17 202 161 △40 79 74 △5

②　債券 － － － － － － － － －

③　その他 － － － － － － － － －

小計 102 85 △17 202 161 △40 79 74 △5

合計 614 1,488 873 618 1,890 1,271 616 1,703 1,087

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末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19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    

非上場株式 72 170 152

合計 72 170 152

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19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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（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

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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 4,428 3,346 4 7,777 ― 7,777

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
0 2 ― 2 (2) ―

計 4,428 3,348 4 7,780 (2) 7,777

営業費用 4,232 3,311 4 7,547 (2) 7,545

営業利益 196 37 △0 232 ― 232

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19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 8,210 6,265 136 14,611 － 14,611

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
0 9 0 9 (9) －

計 8,210 6,274 136 14,620 (9) 14,611

営業費用 8,006 6,142 132 14,280 (9) 14,271

営業利益 204 132 4 340 － 340

　（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18年４月１日　至　平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自　平成19

年４月１日　至　平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19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18年４月１日　至　平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自　平成19

年４月１日　至　平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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　　   205.53円

１株当たり中間純利益金額 　11.12円

１株当たり純資産額  190.61円

１株当たり当期純利益金額   9.90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18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 60 135 120

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）
60 135 120

普通株式の期中平均株式数（千株） 12,192 12,188 12,191

（重要な後発事象）

　　　該当事項はありません。　
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５．中間個別財務諸表
(1)中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19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 ※２ 978   1,119   1,069   

２　受取手形 ※５ 160   94   138   

３　売掛金  1,722   1,874   1,804   

４　短期貸付金  500   489   576   

５　繰延税金資産  17   16   7   

６　その他  291   216   296   

貸倒引当金  △15   △15   △18   

流動資産合計   3,655 34.4  3,795 34.0  3,875 34.6

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1) 建物及び付属設備 ※２ 924   864   896   

(2) 船舶 ※２ 98   706   733   

(3) 土地 ※２ 623   618   622   

(4) 建設仮勘定  214   ―   ―   

(5) その他  49   49   55   

計  1,910   2,238   2,308   

２　無形固定資産           

(1) 内航船舶建造権  41   23   32   

(2) その他  26   25   26   

計  68   49   58   

３　投資その他の資産           

(1) 投資有価証券 ※２ 1,560   1,962   1,776   

(2) 関係会社株式  20   114   105   

 　 関係会社株式
　　　　評価引当金

 ―   △64   △74   

(3) 長期貸付金  3,292   2,918   2,974   

(4) 繰延税金資産  95   ―   ―   

(5) その他  309   191   205   

貸倒引当金  △285   △39   △37   

計  4,993   5,084   4,949   

固定資産合計   6,971 65.6  7,372 66.0  7,316 65.4

資産合計   10,627 100.0  11,168 100.0  11,191 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19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  345   427   401   

２　買掛金  1,077   1,200   1,112   

３　短期借入金 ※２ 2,530   2,509   2,649   

４　一年以内に返済予定の長期
借入金

※２ 581   562   605   

５　未払法人税等  64   72   ―   

６　未払金  40   65   81   

７　その他 ※４ 49   58   36   

流動負債合計   4,688 44.1  4,896 43.8  4,886 43.7

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金 ※２ 3,014   2,884   3,142   

２　退職給付引当金  344   321   343   

３　未払役員退職慰労金  43   26   43   

４　船舶修繕引当金  ―   6   3   

５　債務保証損失引当金  415   433   433   

６　繰延税金負債  ―   152   59   

７　その他  5   ―   ―   

固定負債合計   3,823 36.0  3,825 34.2  4,024 36.0

負債合計   8,511 80.1  8,721 78.1  8,910 79.6

           

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  612 5.8 612 5.5 612 5.5

２　資本剰余金  

　 資本準備金  33 33 33

資本剰余金合計  33 0.3 33 0.3 33 0.3

３　利益剰余金  

(1) 利益準備金  153 153 153

(2) その他利益剰余金     

別途積立金  600 600 600

繰越利益剰余金  191 284 226

利益剰余金合計  944 8.9 1,037 9.3 979 8.7

４　自己株式  △2 △0.0 △3 △0.0 △2 △0.0

株主資本合計  1,587 14.9 1,679 15.0 1,621 14.5

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額金  519 4.9 756 6.8 646 5.7

２　繰延ヘッジ損益  8 0.1 10 0.1 12 0.1

評価・換算差額等合計  528 5.0 767 6.9 659 5.8

純資産合計  2,116 19.9 2,446 21.9 2,281 20.4

負債純資産合計  10,627 100.0 11,168 100.0 11,191 100.0
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(2)中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19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   6,189 100.0  7,018 100.0  12,998 100.0

Ⅱ　売上原価   5,278 85.3  6,009 85.6  11,072 85.2

売上総利益   911 14.7  1,008 14.4  1,925 14.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※５  768 12.4  835 11.9  1,616 12.4

営業利益   142 2.3  173 2.5  308 2.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  101 1.6  88 1.3  169 1.3

Ⅴ　営業外費用 ※２  90 1.4  67 1.0  166 1.3

経常利益   153 2.5  193 2.8  312 2.4

Ⅵ　特別利益 ※３  － －  10 0.1  17 0.1

Ⅶ　特別損失 ※４  － －  2 0.0  106 0.8

税引前中間(当期)純利益   153 2.5  201 2.9  223 1.7

法人税、住民税
及び事業税

 62   70   30   

法人税等調整額  △0 61 1.0 12 82 1.2 66 96 0.7

中間(当期)純利益   92 1.5  119 1.7  127 1.0
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(3)中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（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
合計資本

準備金
資本剰余
金合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
612 33 33 153 520 240 913 △2 1,556

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立（百万円）（注）　

　　
    80 △80 ―  ―

剰余金の配当（百万円）　　（注）      △61 △61  △61

中間純利益（百万円）      92 92  92

自己株式の取得（百万円）        △0 △0

株主資本以外の項目の中間会計期間中

の変動額（純額）　（百万円）
         

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
― ― ― ― 80 △48 31 △0 31

平成18年９月30日　残高

（百万円）
612 33 33 153 600 191 944 △2 1,587

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 2,162

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立（百万円）（注）    ―

剰余金の配当（百万円）　　（注）    △61

中間純利益（百万円）    92

自己株式の取得（百万円）    △0

株主資本以外の項目の中間会計期間中

の変動額（純額）　（百万円）
△85 8 △77 △77

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△85 8 △77 △46

平成18年９月30日　残高

（百万円）
519 8 528 2,116

 　　（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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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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
合計資本

準備金
資本剰余
金合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高

（百万円）
612 33 33 153 600 226 979 △2 1,621

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立（百万円）　　　          

剰余金の配当（百万円）　　      △61 △61  △61

中間純利益（百万円）      119 119  119

自己株式の取得（百万円）        △0 △0

株主資本以外の項目の中間会計期間中

の変動額（純額）　（百万円）
         

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
― ― ― ― ― 58 58 △0 57

平成19年９月30日　残高

（百万円）
612 33 33 153 600 284 1,037 △3 1,679

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19年３月31日　残高

（百万円）
646 12 659 2,281

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立（百万円）     

剰余金の配当（百万円）　　    △61

中間純利益（百万円）    119

自己株式の取得（百万円）    △0

株主資本以外の項目の中間会計期間中

の変動額（純額）　（百万円）
109 △2 107 107

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
109 △2 107 165

平成19年９月30日　残高

（百万円）
756 10 767 2,446
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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
合計資本

準備金
資本剰余
金合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
612 33 33 153 520 240 913 △2 1,556

事業年度中の変動額

別途積立金の積立（百万円）（注）　

　　
    80 △80 ―  ―

剰余金の配当（百万円）　　（注）      △61 △61  △61

当期純利益（百万円）      127 127  127

自己株式の取得（百万円）        △0 △0

株主資本以外の項目の事業年度中の変

動額（純額）　（百万円）
         

事業年度中の変動額合計

（百万円）
― ― ― ― 80 △14 65 △0 65

平成19年３月31日　残高

（百万円）
612 33 33 153 600 226 979 △2 1,621

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 2,162

事業年度中の変動額

別途積立金の積立（百万円）（注）    ―

剰余金の配当（百万円）　　（注）    △61

当期純利益（百万円）    127

自己株式の取得（百万円）    △0

株主資本以外の項目の事業年度中の変

動額（純額）　（百万円）
41 12 54 54

事業年度中の変動額合計

（百万円）
41 12 54 119

平成19年３月31日　残高

（百万円）
646 12 659 2,281

 　　（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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　資産の評価基準及び評価

方法

(1)有価証券

子会社及び関連会社株式

…移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

…中間期末日の市場価格等に

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。）

時価のないもの

…移動平均法による原価法

(1)有価証券

子会社及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 

 

 

 

 

時価のないもの

同左

(1)有価証券

子会社及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

…期末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。）

時価のないもの

同左

 (2)デリバティブ

時価法

(2)デリバティブ

同左

(2)デリバティブ

同左

 (3)たな卸資産

 　　貯蔵品

 　　…最終仕入原価法による原価法

(3)たな卸資産

 　　貯蔵品

同左

(3)たな卸資産

 　　貯蔵品

同左

２　固定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

(1)有形固定資産

同左

(1)有形固定資産

同左

 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。

  

 建物及び付属設備 ５～50年

船舶 12～14年

 

 

 （会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中間

会計期間より、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更しておりま

す。これによる損益に与える影響

額は軽微であります。

 （追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した有形固

定資産については、改正前の法人

税法に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の5％に到達し

た事業年度の翌事業年度より、取

得価額の5％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上して

おります。これによる損益に与え

る影響額は軽微であります。

 

 (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

額法を採用しております。

(2)無形固定資産

同左

(2)無形固定資産

同左
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前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

３　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

回収可能性を勘案し、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、

当事業年度末における退職給付債

務の見込額に基づき、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。

　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、

当事業年度末における退職給付債

務の見込み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

り費用処理しております。

 (3) 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。

(3) 船舶修繕引当金

同左

(3) 船舶修繕引当金

同左

 (4) 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。

(4) 債務保証損失引当金

同左

 

 
 

 (5) 関係会社株式評価引当金 

　　 関係会社に対する損失に備え

   るため、その財務状態等を勘案

　 して計上しております。

(4) 債務保証損失引当金

同左

 

 

（5）関係会社株式評価引当金

　関係会社に対する損失に備える

ため、その財務状態等を勘案して

計上しております。

４　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、期末日

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。

５　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

６　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
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前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　当中間会計期間末にヘッジ会計

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

ヘッジ対象…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

　当事業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

ヘッジ対象…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

　

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

 

７　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

(1) 収益及び費用の計上基準

　収益及び費用の計上基準は輸送

完了基準（揚切基準）により収支

対応するよう計上しております。

(1) 収益及び費用の計上基準

同左

(1) 収益及び費用の計上基準

同左

 (2) 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、税抜き方式によっておりま

す。

(2) 消費税等の会計処理

同左

(2) 消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 （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、2,108百万円でありま

す。

　なお、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

る中間貸借対照表の純資産の部に

ついては、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

───  （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

    当事業年度より「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、2,268百万円であります。

　なお、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。

 

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

（中間貸借対照表関係）

　前中間会計期間において、営業権と掲記されていたも

のは、当中間会計期間から内航船舶建造権と表示してお

ります。

───
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19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

      1,420百万円       1,511百万円       1,455百万円

※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

（担保に供している資産） （担保に供している資産） （担保に供している資産）

建物    681百万円

船舶 －　〃

土地 　521　〃

投資有価証券 　1,164　〃

計    2,367百万円

　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     654百万円

船舶 　495　〃

土地 　521　〃

投資有価証券 　893　〃

計   2,565百万円

建物     668百万円

船舶 512  〃

土地 521　〃

投資有価証券 　1,184　〃

計 2,887百万円

　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。

（担保付債務） （担保付債務） （担保付債務）

短期借入金    1,390百万円

１年以内返済予定長

期借入金
　298　〃

長期借入金 　1,424　〃

計    3,112百万円

短期借入金    1,259百万円

１年以内返済予定長

期借入金
265　〃

長期借入金  1,382　〃

計    2,906百万円

短期借入金 1,519百万円

１年以内返済予定長

期借入金
320　〃

長期借入金   1,424  〃 

計   3,533百万円

　３　保証債務

　他の会社の金融機関等からの借入金に

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

　他の会社の金融機関等からの借入金に

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

　他の会社の金融機関等からの借入金に

対して次のとおり債務保証を行っており

ます。

㈲福島海運    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      372百万円

誠進海運㈲ 132　〃

幸盛海運㈲ 74　〃

英幸海運㈱ 70　〃

杉本海運㈲ 57　〃

橋本海運㈲ 43　〃

小計     750百万円

債務保証損失引当額      433百万円

計      317百万円

㈲福島海運    375百万円

誠進海運㈲ 134　〃

幸盛海運㈱ 75　〃

英幸海運㈱ 71　〃

杉本海運㈲ 58　〃

橋本海運㈲ 51　〃

小計   766百万円

債務保証損失引当額   433百万円

計   333百万円

※４　消費税等の取扱い

　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「その他」に含めて表示してお

ります。

※４　消費税等の取扱い

同左

※４　消費税等の取扱い

　　 同左  

※５　中間期末日満期手形

　中間会計期間末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって決済処

理しております。なお、当中間会計期間

の末日は金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形が中間会

計期間末残高に含まれております。

 　　　　　受取手形　　　　　　　21百万円

※５　中間期末日満期手形

　中間会計期間末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって決済処

理しております。なお、当中間会計期間

の末日は金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形が中間会

計期間末残高に含まれております。

 　　　　　受取手形　　　　　　  12百万円

※５　当事業年度末日満期手形

　当事業年度末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって決済処理

しております。なお、当事業年度の末日

金融機関の休日であったため、次の事業

年度末日満期手形が当事業末残高に含ま

れております。

 　　　　　受取手形　　　　　　  14百万円
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息   46百万円

受取配当金 　20　〃

船舶建造遅延損害金 　26　〃

受取利息     46百万円

受取配当金     22　〃

受取利息  93百万円

受取配当金 26　〃

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息   67百万円

船舶建造遅延損害費 　21　〃

支払利息     65百万円 支払利息  136百万円

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの

─── 関係会社株式評価

　　　　引当金戻入益

  10百万円 貸倒引当金戻入益  16百万円

固定資産売却益  　1 〃　 

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの

─── 固定資産売却損    2百万円 関係会社株式評価

引当金繰入

  74百万円

債務保証損失引当金

繰入

18　〃

※５　減価償却実施額 ※５　減価償却実施額 ※５　減価償却実施額

有形固定資産   35百万円

無形固定資産 　10　〃

有形固定資産     57百万円

無形固定資産 9　〃

有形固定資産  94百万円

無形固定資産 20　〃

（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間
　増加株式数（株）

当中間会計期間
　減少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

普通株式　　　　　（注） 13,108 152 ― 13,260

合計 13,108 152 ― 13,260

（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。

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間
　増加株式数（株）

当中間会計期間
　減少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

普通株式　　　　　（注） 16,106 1,729 ― 17,835

合計 16,106 1,729 ― 17,835

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加1,729株は、単元未満株式の買取による増加であります。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度
　増加株式数（株）

当事業年度
　減少株式数（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式　　　　　（注） 13,108 2,998 ― 16,106

合計 13,108 2,998 ― 16,106

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加2,998株は、単元未満株式の買取による増加であります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

　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

　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

　全て工具・器具・備品であります。

(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

　全て工具・器具・備品であります。

(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

　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 38　〃

中間期末残高相当額 　10　〃

取得価額相当額   51百万円

減価償却累計額相当額 20　〃

中間期末残高相当額 31　〃

取得価額相当額   49百万円

減価償却累計額相当額 13　〃

期末残高相当額 35　〃

(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   7百万円

１年超 　3　〃

合計   10百万円

１年内   9百万円

１年超 21　〃

合計    31百万円

１年内 10百万円

１年超 25　〃

合計     35百万円

(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  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  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   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

 

 

 

（減損損失について）

同左

 

(5) 利息相当額の算定方法

　　　　　　　　同左

 

 

 

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても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。

（１株当たり情報）

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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