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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 12,930 2.3 62 △68.0 97 △58.0 △41 ―

20年3月期第1四半期 12,637 3.9 196 456.3 232 794.8 31 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △3.34 ―

20年3月期第1四半期 2.48 ―

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

21年3月期第1四半期 58,256 14,933 21.1 976.73
20年3月期 57,067 13,996 19.9 907.97

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  12,272百万円 20年3月期  11,333百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期連結累計期間 26,500 4.2 300 △58.2 300 △51.2 200 △1.4 15.92
通期 53,000 3.7 1,000 △33.3 800 △33.7 400 △3.6 31.83

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当連結会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 上記の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、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性がありま
す。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  12,739,696株 20年3月期  12,739,696株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  174,330株 20年3月期  174,080株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  12,565,454株 20年3月期第1四半期  12,568,662株
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・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期のわが国経済は、前期より引続くサブプライム問題に端を発する米国経済の減速、原油をは

じめとする資源価格の高騰および不安定な株式・為替相場の状況等の影響を受け、個人消費も横ばいと景気
先行きに不透明感が増しております。輸出は頭打ちとなり、このような状況の下、当社グループは急激な燃
料油価格の上昇により海運事業において運航コストの増加となり、ホテル事業においても景気不安から集客
減となりました。不動産事業は影響を受けず継続して安定した収益の確保が出来ました。

「海運事業」
燃料油価格高騰に伴う顧客の輸送コスト削減による輸送ルート変更の影響はあったものの、海運業収益は前
第１四半期比336百万円増（2.8％増）の12,338百万円となり、営業費用は燃料油価格高騰の影響により前第1
四半期比451百万円増（3.8％増）の12,281百万円となったため、営業利益は前第1四半期比115百万円減
（66.8％減)の57百万円と大幅減となりました。

「ホテル事業」
景気先行き不安から、北海道地域への観光客の減が影響し、売上高は前第1四半期比83百万円減（16.5％減）
の424百万円となり、営業コストの削減に努めたものの営業費用は前第1四半期比66百万円減（12.5％減）の
460百万円となったため、営業損失は前第1四半期比17百万円増（93.2％増）の36百万円となりました。

「不動産事業」
新規賃貸物件もあり売上高は前第1四半期比40百万円増（31.7％増）の167百万円となり、営業費用は前第1四
半期比40百万円増（47.2％増）の125百万円となったため、営業利益は前第1四半期並の41百万円と安定した
業績を継続しております。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は12,930百万円（前第1四半期連結累計期間比292百万円増
 2.3％増）、営業利益は62百万円（前第1四半期連結累計期間比133百万円減 68.0％減）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて4.8％減少し、16,829百万円となりました。これは現金及
び預金が736百万円減少し、受取手形及び売掛金が196百万円減少したことなどによります。
固定資産は前連結会計年度末に比べて5.2％増加し、41,396百万円となりました。これは建設仮勘
定が509百万円増加し、投資有価証券が1,909百万円増加したことと船舶が369百万円減少したこ
となどによります。

（負債）
流動負債は前連結会計年度末に比べて1.2％増加し、18,251百万円となりました。これは賞与引当
金が265百万円、短期借入金が85百万円がそれぞれ増加したことと、１年内返済予定の長期借入金
が186百万円、未払法人税等が143百万円それぞれ減少したことなどによります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて0.1％増加し、25,072百万円となりました。これは繰延税
金負債が692百万円増加し、長期借入金が260百万円、長期未払金が234百万円、社債が157百万円
それぞれ減少したことなどによります。

（純資産）
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて6.7％増加し、14,933百万円となりました。これは、その他有価証
券評価差額金が1,044百万円増加し、利益剰余金が105百万円減少したことなどによります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
平成20年７月31日に業績予想の修正を行っております。
当社及び当社グループは急速な原油高騰に伴い、運航船舶及び運航車輌の燃料費が急激に上昇し、また、

国内貨物の荷動きが定期・不定期航路とも低調に推移したため、海運業及び港湾荷役等の燃料油価格変動調
整金を除いた売上が伸び悩み、業績が当初見込みを大きく下回る予想となりましたので、業績予想を修正い
たしました。
今後何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。
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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)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
固定資産の減価償却費の算定方法

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按

分して算定しております。

なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定する方法によっております。

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方

法によっております。

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度決算において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

(3) 四半期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
四半期財務諸表に関する会計基準

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期

連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,589,801 6,326,405

受取手形及び売掛金 9,917,931 10,114,321

商品 17,289 18,375

製品 39,371 39,476

原材料 5,746 5,908

貯蔵品 289,441 254,433

繰延税金資産 209,156 209,212

未収入金 325,796 374,943

未収還付法人税等 41,456 18,821

その他 414,620 341,995

貸倒引当金 △21,482 △27,413

流動資産合計 16,829,130 17,676,480

固定資産

有形固定資産

船舶 17,941,419 17,930,623

減価償却累計額 △7,513,960 △7,133,192

船舶（純額） 10,427,458 10,797,431

建物及び構築物 20,029,701 19,893,334

減価償却累計額 △13,682,485 △13,571,703

建物及び構築物（純額） 6,347,216 6,321,630

機械装置及び運搬具 7,211,626 7,971,555

減価償却累計額 △6,024,890 △6,714,545

機械装置及び運搬具（純額） 1,186,736 1,257,010

土地 6,780,244 6,780,244

建設仮勘定 512,271 2,846

その他 1,573,191 1,520,375

減価償却累計額 △1,306,371 △1,293,195

その他（純額） 266,819 227,180

有形固定資産合計 25,520,748 25,386,344

無形固定資産

借地権 1,033,258 1,033,258

ソフトウエア 97,397 92,592

のれん 376,700 382,094

その他 16,754 16,791

無形固定資産合計 1,524,111 1,524,737

投資その他の資産

投資有価証券 12,750,986 10,841,674

長期貸付金 9,232 9,379

繰延税金資産 481,709 522,293

保険積立金 618,933 606,825

その他 527,384 502,622

貸倒引当金 △36,990 △36,970

投資その他の資産合計 14,351,256 12,445,824

固定資産合計 41,396,116 39,356,906

繰延資産

社債発行費 31,686 34,019

繰延資産合計 31,686 34,019

資産合計 58,256,933 57,067,405
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,924,945 6,862,962

短期借入金 5,620,760 5,535,105

1年内返済予定の長期借入金 1,976,702 2,163,405

1年内期限到来予定のその他の固定負債 963,220 964,874

1年内償還予定の社債 1,019,500 959,500

未払法人税等 128,161 272,087

賞与引当金 645,790 380,695

その他 972,084 896,442

流動負債合計 18,251,164 18,035,072

固定負債

社債 4,024,500 4,182,000

長期借入金 5,892,638 6,153,118

長期未払金 6,905,146 7,139,604

繰延税金負債 3,737,525 3,044,937

退職給付引当金 2,226,373 2,210,143

役員退職慰労引当金 637,027 627,833

負ののれん 1,230,300 1,250,572

その他 418,782 427,664

固定負債合計 25,072,294 25,035,873

負債合計 43,323,458 43,070,946

純資産の部

株主資本

資本金 1,215,035 1,215,035

資本剰余金 896,174 896,174

利益剰余金 5,677,495 5,782,505

自己株式 △45,297 △45,203

株主資本合計 7,743,406 7,848,512

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,529,514 3,485,337

評価・換算差額等合計 4,529,514 3,485,337

少数株主持分 2,660,553 2,662,609

純資産合計 14,933,474 13,996,459

負債純資産合計 58,256,933 57,067,405
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(2) 【四半期連結損益計算書】

　 【第1四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 12,930,434

売上原価 11,209,385

売上総利益 1,721,048

販売費及び一般管理費 1,658,220

営業利益 62,827

営業外収益

受取利息 4,594

受取配当金 119,547

負ののれん償却額 20,272

その他 40,245

営業外収益合計 184,660

営業外費用

支払利息 136,688

その他 13,056

営業外費用合計 149,744

経常利益 97,743

特別利益

固定資産処分益 786

その他 8

特別利益合計 795

特別損失

固定資産処分損 650

投資有価証券評価損 40,098

その他 3,311

特別損失合計 44,060

税金等調整前四半期純利益 54,478

法人税、住民税及び事業税 111,380

法人税等調整額 262

法人税等合計 111,642

少数株主損失（△） △15,217

四半期純損失（△） △41,945
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 54,478

減価償却費 644,803

のれん償却額 5,394

負ののれん償却額 △20,272

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,911

賞与引当金の増減額（△は減少） 265,094

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,229

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,193

受取利息及び受取配当金 △124,142

支払利息 136,688

固定資産処分損益（△は益） △136

投資有価証券評価損益（△は益） 40,098

売上債権の増減額（△は増加） 153,546

たな卸資産の増減額（△は増加） △33,655

仕入債務の増減額（△は減少） 57,712

その他 8,148

小計 1,207,270

利息及び配当金の受取額 124,142

利息の支払額 △124,856

法人税等の支払額 △277,940

営業活動によるキャッシュ・フロー 928,615

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △782,876

有形固定資産の売却による収入 2,661

無形固定資産の取得による支出 △11,692

投資有価証券の取得による支出 △144,234

その他 24,639

投資活動によるキャッシュ・フロー △911,503

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 565,350

短期借入金の返済による支出 △479,695

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △747,183

長期未払金の返済による支出 △236,111

社債の償還による支出 △97,500

自己株式の取得による支出 △94

少数株主への配当金の支払額 △14,891

財務活動によるキャッシュ・フロー △710,125

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,797

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △690,215

現金及び現金同等物の期首残高 6,154,573

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,464,357
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
該当事項はありません。

(5) セグメント情報

〔事業の業種別セグメント情報〕

当第1四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
（単位：千円）

海運事業 ホテル事業 不動産事業 計 消去又は全社 連結

売上高

　(1)外部顧客に対する売上高 10,338,744 424,162 167,526 12,930,434 - 12,930,434

　(2)セグメント間の内部売上高

      又は振替高 - - - - - -

計 10,338,744 424,162 167,526 12,930,434 - 12,930,434

営業利益又は営業損失(△) 57,555 △ 36,640 41,912 62,827 - 62,827

（注）1.事業区分の方法
　 日本産業標準分類を参考に、役務の種類・性質の類似性を考慮して区分しております。
　 2.各区分に属する主要な事業・役務の名称
　 海運事業・・・・・内航海運事業、外航海運事業、一般旅客フェリー事業、港湾運送事業の
　 海運周辺事業
　 ホテル事業・・・・北海道地区におけるリゾートホテル事業
　 不動産事業・・・・不動産の賃貸・管理事業
　 3.営業費用の共通費はすべてセグメント別に配賦しております。
　〔事業の所在地別セグメント情報〕

　 当第一四半期連結累計期間において、該当事項はありません。

　〔海外売上高〕

　 当第一四半期連結累計期間において、海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省

　 略しております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第1四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

　該当事項はありません。
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参 考

最近における四半期毎の業績の推移（連結）
平成21年３月期

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

20年４月～20年6月 20年7月～20年９月 20年10月～20年12月 21年１月～21年３月

百万円 百万円 百万円 百万円

売 上 高 12,930

営 業 利 益 62

経 常 利 益 97

税金等調整前四半期純利益 54

四半期純損失（△） △ 41

円 円 円 円

１株当たり四半期純損失(△） △ 3.34

百万円 百万円 百万円 百万円

総 資 産 58,256

純 資 産 14,933

円 円 円 円

１株当たり純資産 976.73

平成20年３月期

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

19年４月～19年6月 19年7月～19年９月 19年10月～19年12月 20年１月～20年３月

百万円 百万円 百万円 百万円

売 上 高 12,637 12,793 13,188 12,507

営 業 利 益 196 521 438 342

経 常 利 益 232 382 381 210

税金等調整前四半期純利益 229 426 554 47

四半期純利益又は

純損失（△）
31 166 462 △ 273

１株当たり四半期純利益

又は純損失（△）

円 円 円 円

2.48 13.21 36.77 △ 21.78

百万円 百万円 百万円 百万円

総 資 産 64,024 61,577 59,329 57,067

純 資 産 16,548 15,803 15,307 13,996

円 円 円 円

１株当たり純資産 1,097.12 1,041.85 994.07 901.97
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