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(百万円未満切捨て)
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）

　(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 4,470 ― 40 ― 40 ― △7 ―

 20年3月期第1四半期 4,223 27.2 252 151.8 251 151.7 121 115.0

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 △63 ― ―

　20年3月期第1四半期 10 27 ― ―

　(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

　21年3月期第1四半期 11,225 4,431 39.4 375 20

　20年3月期 10,829 4,578 42.2 387 59
(参考) 自己資本 　21年3月期第1四半期 4,427百万円 　20年3月期 4,573百万円

2. 配当の状況

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

　21年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

　20年3月期 ― ― ― ― ― ― 12 00

　21年3月期(予想) ― ― ― ― ― ― 8 00
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

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)

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 9,400 ― 260 ― 250 ― 110 ― 9 32

通期 18,600 4.1 1,050 △32.8 1,010 △34.9 530 △41.3 44 92
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有
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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) ： 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

　

(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）

　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、3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）
　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 11,800,000株 20年3月期 11,800,000株

　② 期末自己株式数

　21年3月期第1四半期 ―株 20年3月期 ―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 11,800,000株 20年3月期第1四半期 11,800,000株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　1.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を前提として算出したものであり、
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。今回、業績予想の修正を行って
おりますので、詳細については、3ページをご参照ください。
2.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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新和内航海運㈱(9180)平成21年3月期第１四半期決算短信

・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１四半期において我が国経済は、サブプライムローン問題を背景とした米国経済の減速や原油・原材

料価格の高騰の影響から企業の設備投資が弱含みとなり景気の減速傾向は一層強まり、先行き不透明な状況
で推移しました。
　このような状況のもと、当社グループは、中核である内航海運業において、主要荷主である鉄鋼メーカー
の粗鋼生産量が前期に引続き好調で、鋼材、半製品、副原料等の荷動きは当初予想通りであり、電力関連貨
物の石炭灰等の荷動きも当初予想通りでしたが、その他一般貨物の荷動きについては低調に推移しました。
前期に引続く原油高の影響による燃料油価格の高騰が当初の見込み以上であり、また、船舶の入渠が第１四
半期に集中したことにより燃料油、修繕費等のコストが上昇しました。このため第１四半期の業績は、増収
減益となりました。
　また、連結グループのＬＰＧのトラック運送業は、例年通り上半期に稼働率が悪いという季節的要因があ
るものの、ほぼ予想通りに推移しております。
　以上により、当社グループの第１四半期の連結売上高は44億70百万円、営業利益は40百万円、経常利益は
40百万円、当期純損失は7百万円となりました。
　なお、修繕費については、当社グループの社船が第１四半期に集中的に入渠、修繕するという構造から前
第１四半期までは上期発生見込み額の２分の１を計上してきましたが、当第１四半期より発生ベースでの計
上に変更しました。これにより当第１四半期では従来の方法に比べ約48百万円損益が悪化しております。  

2. 連結財政状態に関する定性的情報
(1)資産、負債、純資産の状況

　当第１四半期の財務状態につきましては、総資産112億25百万円（前連結会計年度末比3億96百万円増加）、
純資産44億31百万円（前連結会計年度末比1億46百万円減少）となりました。
　増減の主なものは、現金・預金の増加及び営業未収金等の減少による流動資産96百万円減、船舶及び建設
仮勘定等による固定資産4億92百万円増、営業未払金及び短期借入金の増加、未払法人税等の減少による負債
5億42百万円増、配当金による利益剰余金1億49百万円減などであります。

(2)キャッシュ・フローの状況
　営業活動によるキャッシュ・フローは、5億14百万円の増加となりました。これは、減価償却費
の計上2億25百万円、営業債権の減少4億76百万円、営業債務の増加1億76百万円及び法人税等の支
払額3億90百万円によるものであります。
　投資活動によるキャッシュ・フローは、6億77百万円の減少となりました。これは、有形固定資
産の取得によるものであります。
　財務活動によるキャッシュ・フローは、4億86百万円の増加となりました。これは、借入金増加6
億27百万円、配当金の支払額1億41百万円によるものであります。
　

3. 連結業績予想に関する定性的情報
第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成20年８月５日付け「業績予想の修正に

関するお知らせ」をご参照下さい。

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の方法 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しておりま

　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
①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。

　②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基
　 準第９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法
　 （収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。
　 なお、これによる営業損益、経常損益及び税金等調整前四半期純損益への影響はありません。
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新和内航海運㈱(9180)平成21年3月期第１四半期決算短信

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 984,873 692,252

受取手形及び営業未収金 4,702,343 5,178,547

たな卸資産 277,443 226,357

前払費用 216,092 183,704

繰延税金資産 85,538 80,824

その他 119,246 120,390

貸倒引当金 △864 △864

流動資産合計 6,384,674 6,481,212

固定資産

有形固定資産

船舶（純額） 2,331,117 2,094,455

土地 93,444 93,444

建設仮勘定 1,237,733 1,023,021

その他（純額） 108,581 113,738

有形固定資産合計 3,770,876 3,324,659

無形固定資産

ソフトウエア 14,810 15,796

その他 4,809 4,809

無形固定資産合計 19,620 20,606

投資その他の資産

投資有価証券 736,641 671,643

繰延税金資産 144,149 162,844

その他 171,827 170,614

貸倒引当金 △2,483 △2,483

投資その他の資産合計 1,050,134 1,002,618

固定資産合計 4,840,631 4,347,884

資産合計 11,225,306 10,829,097

― 4 ―

決算短信 2008年08月05日 15時35分 03006xe01_in 4ページ （Tess 1.10 20080626_01）



新和内航海運㈱(9180)平成21年3月期第１四半期決算短信

（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

支払手形及び営業未払金 2,125,319 1,948,430

短期借入金 3,105,000 2,275,000

1年内返済予定の長期借入金 233,933 422,057

未払法人税等 72,213 402,490

未払費用 26,459 25,235

賞与引当金 187,667 107,331

役員賞与引当金 6,001 19,755

その他 275,222 190,109

流動負債合計 6,031,817 5,390,409

固定負債

長期借入金 285,956 299,964

繰延税金負債 24,205 22,107

退職給付引当金 235,648 231,745

特別修繕引当金 159,555 240,716

その他 56,333 65,963

固定負債合計 761,699 860,497

負債合計 6,793,516 6,250,907

純資産の部

株主資本

資本金 718,000 718,000

資本剰余金 308,435 308,435

利益剰余金 3,190,648 3,339,750

株主資本合計 4,217,083 4,366,185

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 250,930 217,677

繰延ヘッジ損益 △9,493 △16,636

為替換算調整勘定 △31,072 6,368

評価・換算差額等合計 210,364 207,409

少数株主持分 4,341 4,595

純資産合計 4,431,789 4,578,190

負債純資産合計 11,225,306 10,829,097
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新和内航海運㈱(9180)平成21年3月期第１四半期決算短信

(2) 【四半期連結損益計算書】

（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)

売上高 4,470,706

売上原価 4,112,020

売上総利益 358,685

一般管理費 318,035

営業利益 40,650

営業外収益

受取利息 1,942

受取配当金 7,470

その他 5,056

営業外収益合計 14,469

営業外費用

支払利息 14,432

その他 44

営業外費用合計 14,477

経常利益 40,642

税金等調整前四半期純利益 40,642

法人税、住民税及び事業税 60,667

法人税等調整額 △11,831

法人税等合計 48,836

少数株主利益 △691

四半期純利益 △7,502
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新和内航海運㈱(9180)平成21年3月期第１四半期決算短信

(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 40,642

減価償却費 225,658

賞与引当金の増減額（△は減少） 80,335

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,753

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,903

特別修繕引当金の増減額（△は減少） △81,161

受取利息及び受取配当金 △9,412

支払利息 14,432

営業債権の増減額（△は増加） 476,203

たな卸資産の増減額（△は増加） △51,086

営業債務の増減額（△は減少） 176,889

その他 48,748

小計 911,400

利息及び配当金の受取額 9,412

利息の支払額 △15,259

法人税等の支払額 △390,944

営業活動によるキャッシュ・フロー 514,609

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △8,279

有形固定資産の売却による収入 231

有形固定資産の取得による支出 △667,475

その他 △2,370

投資活動によるキャッシュ・フロー △677,893

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 830,000

長期借入金の返済による支出 △202,132

配当金の支払額 △141,600

財務活動によるキャッシュ・フロー 486,267

現金及び現金同等物に係る換算差額 △30,363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 292,621

現金及び現金同等物の期首残高 662,215

現金及び現金同等物の四半期末残高 954,836
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新和内航海運㈱(9180)平成21年3月期第１四半期決算短信

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

該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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新和内航海運㈱(9180)平成21年3月期第１四半期決算短信

「参考」

（要約）前第１四半期連結損益計算書

(単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年4月 1日
 至 平成19年6月30日)

 売上高 4,223,750
 売上原価 3,685,731
 売上総利益 538,019
 一般管理費 285,285
 営業利益 252,734
 営業外収益 13,503
 営業外費用 14,981
 経常利益 251,256
 特別利益

 特別損失

 税金等調整前四半期純利益 251,256
 税金費用 130,040
 四半期純利益 121,216
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新和内航海運㈱(9180)平成21年3月期第１四半期決算短信

「参考」個別業績の概要

(百万円未満切捨て)
1. 平成21年3月期第１四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日）

　(1) 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 4,123 ― 71 ― 70 ― 29 ―

 20年3月期第1四半期 3,898 31.2 224 290.1 220 295.2 105 214.0

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 2 51 ― ―

　20年3月期第1四半期 8 98 ― ―

　(2) 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

　21年3月期第1四半期 10,578 4,048 38.3 343 12

　20年3月期 10,104 4,123 40.8 349 44
(参考) 自己資本 　21年3月期第1四半期 4,048百万円 　20年3月期 4,123百万円

2. 平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日）【参考】

(％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)

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２四半期累計期間 8,800 ― 240 ― 230 ― 100 ― 8 47

通期 17,300 4.8 970 △33.1 920 △35.3 480 △40.3 40 68
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報を前提として算出したものであり、
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。今回、実績予想の修
正を行っておりますので、詳細については、3ページをご参照下さい。
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新和内航海運㈱(9180)平成21年3月期第１四半期決算短信

「参考」

（要約）当第１四半期損益計算書

（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自 平成20年4月 1日
 至 平成20年6月30日)

　海運業収益

　 運賃 3,932,021

　 貸船料 84,153

　 その他 107,052

　海運業収益合計 4,123,227

　海運業費用

　 運航費 1,062,026

　 船費 544,157

　 借料船 2,149,181

　 その他 627

　海運業費用合計 3,755,993

　海運業利益 367,234

　一般管理費 295,652

　営業利益 71,581

　営業外収益 13,343

　営業外費用 14,547

　経常利益 70,378

　特別利益

　特別損失

　税引前四半期純利益 70,378

　法人税、住民税及び事業税 53,265

　法人税等調整額 △ 12,480

　四半期純利益 29,593
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