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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 52,629 ― 9,914 ― 10,128 ― 6,338 ―
20年3月期第1四半期 37,600 46.3 6,614 160.4 6,682 180.4 4,073 229.8

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 24.51 ―
20年3月期第1四半期 15.55 ―

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 116,828 54,847 46.5 210.91
20年3月期 120,114 54,389 44.9 207.85

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  54,328百万円 20年3月期  53,887百万円

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 ― 6.00 ― 14.00 20.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 7.00 ― 7.00 14.00

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  有   

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 105,000 28.2 18,000 28.4 18,000 32.4 10,000 △6.0 38.98
通期 210,000 16.7 35,500 0.7 34,000 3.1 19,000 △17.0 74.06

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、5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、5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 
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．上記業績見通しは、当社の経営者が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は様々な要因により大きく変動する可能性がありま
す。業績予想の前提条件その他の関連する事項については、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 3．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。また、1株当
たり（予想）当期純利益は、平成20年5月9日公表の「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」に基づき、期末自己株式数と、さらに平成20年7月における弊社
株式の市場価格の平均値により取得した場合に取得しうる自己株式数を控除した期末発行済株式数に基づき、算出しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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  263,549,171株 20年3月期  263,549,171株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  5,954,214株 20年3月期  4,292,196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  258,593,623株 20年3月期第1四半期  261,912,868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 四半期の世界経済は、米国サブプライムローン問題の実体経済への影響や原油・資源価格の高

騰により先進国を中心に不透明感が強まりました。一方、中国経済は引き続き底堅い内需に支えられ、世界

経済の減速などの影響により若干勢いが鈍りましたが、高水準の経済成長が続きました。また、わが国経済

は、原油等の資源・原材料価格の高騰や米国経済の減速により、企業収益が減少し、個人消費や設備投

資が力強さを欠き、景気の足踏み状態が続く展開となりました。 

海運業界におきましては、外航不定期船市況が、鉄鉱石や石炭など撒積み貨物の荷動きが活発であっ

たことや積揚地での滞船長期化の影響等により市況は高騰しました。また、内航海運市況は、一般貨物船

の荷動きも力強さを欠く展開となり厳しい状況で推移しました。 

このような状況下、当第 1 四半期における業績は、燃料油価格が相変わらず高値圏で推移いたしました

が、為替が概ね当初予想程度で推移したこと、当社グループの主たる事業である外航海運不定期船市況

が 5 月にかけ 高値を更新するなど堅調に推移したこと、さらに、積極的な営業活動や船隊整備を行い、効

率的な配船・運航に努めたことにより、期初の計画数字を大幅に上回った売上高・営業利益・経常利益及び

四半期純利益を計上いたしました。 

結果として、当第1四半期の連結売上高は526億29百万円（前年同期間比150億29百万円、40.0％増

加）、営業利益99億14百万円（前年同期間比33億円、49.9％増加）、経常利益101億28百万円（前年同期

間比34億46百万円、51.6％増加）、四半期純利益63億38百万円（前年同期間比22億65百万円、55.6％増

加）となり、いずれの数字も期初予想対比、前年同期間比とも、大幅に上回って達成することができました。 

 
なお、事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 
（海運業） 

海運業につきましては、売上高は525億59百万円、営業利益は98億90百万円となりました。 
 

〔外航海運業〕 

専用船部門 

専用船部門は、国内外製鉄会社向けの鉄鉱石・石炭を、ケープ型（約10万重量トン超）にて輸送すること

を主な事業としております。ケープ型市況は中国の鉄鉱石輸入をはじめとする活発な鉄鋼原料の海上荷動

きに支えられ5月に史上 高値を更新し、そののち、若干調整局面が続いているものの、概ね高水準を維

持しました。このような状況のもと、国内のみならず中国の製鉄会社も含めた安定荷主との長期契約による

貨物輸送を中心に、日本、中国、豪州、欧州、南米間のコンビネーション輸送も行い、また、徹底したコスト

の削減及び効率運航に努めました結果、用船料市況高騰に伴う短期用船コストの増加や世界的な物価上

昇に伴う修繕コストの増加等のマイナス要因も吸収し、当第１四半期の利益はほぼ前年同期間並となりまし

た。 

 

油送船部門 

油送船部門におきましては、10 万重量トン型ダブルハルタンカー１隻を保有し、また、30 万重量トン型ダ

ブルハルタンカー1 隻を期間用船しております。その 2 隻を、国内荷主向けの長期･中期契約に基づき運航

した結果、所期の目標どおりの結果となりました。 

 

不定期船部門 

中型不定期船分野(約 4 万重量トンから約 10 万重量トンまで)におきましては、石炭専用船とパナマックス

型(約 7 万重量トン)を中心とした国内電力会社向けの一般炭輸送、また、主にパナマックス型及びハンディ

マックス型(約 5 万重量トン)による国内製鉄会社向けの鉄鋼原料輸送や三国間の非鉄鉱石・石炭輸送を中

心に営業を展開しております。市況は、旺盛な荷動きや豪州を中心とした積地での滞船の影響による船舶

需給の逼迫も続き、高水準を維持いたしました。このような状況のもと、当分野では主に中短期用船による

船隊整備を行い、市況を反映した高収益貨物の獲得並びに効率配船に努めました結果、当第 1 四半期の

利益は前年同期間を大幅に上回りました。 

 

小型不定期船分野（約 3 万重量トンまで）におきましては、北米・豪州地域を中心とする遠洋水域では、

市況は堅調に推移いたしました。このような状況のもと、北米向け鋼材輸送、北米からの肥料・木材輸送に

競争力のあるスモールハンディ型（約 3 万重量トン）を投入し、効率配船・運航に努めました結果、当第 1 四
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半期の利益は前年同期間を上回りました。また、東南アジア・中国地域を中心とする近海水域でも、好調な

市況に支えられ、ロシア・中国積み一般炭、東南アジア向け鋼材等の安定的な輸送を行い、当第１四半期

の利益は前年同期間を大幅に上回りました。 

 

〔内航海運業〕 

内航部門 

内航部門では、石灰石、セメント、石炭の各専用船並びに一般貨物船により、石灰石、セメント、石炭、鋼

材、砕石、穀物、雑貨等を国内需要家向けに輸送しております。石灰石専用船、セメント専用船におきまし

ては、諸経費等の合理化に努めました。一般貨物船におきましては、改正建築基準法の影響をうけ、荷動き

自体に力強さを欠く展開となり、さらに、用船料の値上りや燃料油価格の高騰等もあり収益を圧迫しました

が、効率的な配船・運航に努めました。結果として、内航部門の当第 1 四半期の利益はほぼ前年同期間並

となりました。 

 

（その他事業） 

当社グループでは、主力の海上輸送事業を支えるため、また事業多角化の一環として、船用品等商品販

売業、荷敷用木材販売業、不動産賃貸業等を営んでおります。当第 1 四半期の売上高は 1 億 81 百万円、

営業利益は 23 百万円となり、総じて所期の目標に沿い着実に運営されており、グループ経営基盤の強化と

効率性の追求に寄与しております。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

総資産は、前連結会計年度末に比べて32億86百万円減少（2.7％減）し、1,168億28百万円となりました。

流動資産は43億82百万円減少（前連結会計年度末比9.4％減）し、一方、固定資産は10億96百万円増加

（前連結会計年度末比1.5％増）となりました。これは主に営業未収金や貯蔵品の増加並びに設備投資によ

る船舶の増加があるものの、主に法人税等の税金費用及び配当金の支払い並びに自己株式の取得に伴う

現金及び預金の減少によるものであります。 

 

（負債） 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて37億44百万円減少（5.7％減）し、619億80百万円となりました。

流動負債は52億40百万円減少（前連結会計年度末比18.6％減）し、一方、固定負債は14億95百万円増加

（前連結会計年度末比4.0％増）となりました。これは、設備投資のための借入金の増加があるものの、未払

法人税等の支払いによる減少によるものであります。 

 

（純資産） 

純資産合計は、自己株式の取得や配当金の支払い、為替変動による為替換算調整勘定の減少があるも

のの、その他有価証券評価差額金の増加や依然好調な海運市況を反映した利益剰余金の増加により、4

億58百万円増加（前連結会計年度末比0.8％増）し548億47百万円となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

海運業を取り巻く環境は、サブプライムローン問題の実体経済への影響等で、米国において景気後退の

兆しが見えるなど、今後世界的な荷動きに影響を与える懸念があります。また、高止まりしている燃料油価

格の動向や為替の動向等、まだまだ先行き不透明な部分も多く、決して楽観できる事業環境にはございま

せん。しかしながら、当社の主たる事業である外航不定期船市況は、5月の史上 高値圏対比では、足元

は若干の調整局面ではあるものの、中国をはじめ世界的な資源輸送の需要増加が継続すると見込まれて

おり、当面、高値圏で推移するとみられております。 

 

 

第2四半期以降の為替、燃料油価格の前提は以下のとおりです。 

 第2四半期（08年7～9月） 下半期（08年10月～09年3月） 

為 替 レート（円 ／ ド ル） ￥105.00 ￥100.00 

燃料油単価（トン当たり） ＄700.00 ＄780.00 

燃料油価格：ボンド油180cst京浜補油ベース 

 

上記より、平成20年度第2四半期累計期間の連結売上高は1,050億円、営業利益180億円、経常利益 

180億円、四半期純利益100億円を見込んでおります。また、平成20年度通期の連結売上高は2,100億円、

営業利益355億円、経常利益340億円、当期純利益190億円を見込んでおり、売上高においては昨年通期

を大幅に上回り、営業利益、経常利益ではほぼ昨年通期決算並みとなる予定です。（当期純利益に関して

は、昨年度にシングルハルタンカーの売船益約38億円を特別利益として計上したことによる特殊要因があり

ました。） 

当社の年間配当につきましては、現時点では1株当たり14円（うち中間配当は1株当たり7円）を予定して

おります。 

 

なお、この業績見通しは、当社の経営者が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づき算定さ

れたものでありますが、実際の業績は様々な要因により大きく変動する可能性があります。上述の為替レー

トや燃料油価格前提の変化以外に、当社グループの事業領域をとりまく企業の設備投資動向や個人消費

動向等の様々な経済情勢、海運業における船腹需給の変化や金利情勢等、業績に影響を与えうる様々な

要素が含まれていることをご承知おきください。 
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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 

① 簡便な会計処理 

・一般債権の貸倒見積高の算定方法 

   当第 1 四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

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は、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は、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、前連結会計年度において使用した将来の業

績予測やタックス・プラニングを利用する方法によっております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

 

(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 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

当第1四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19

年 3 月 14 日 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

基準委員会 平成 19 年 3 月 14 日 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の適用 

   当第1 四半期連結会計期間より「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）を適用し、評価基準については、「先入先出法による原価法」から「先

入先出法による原価法（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。 

   ただし、当四半期会計期間末におきましては、収益性の低下が明らかなものがないため、簿価切下げ

を行っておりません。 

③ リース取引に関する会計基準等の適用 

所有権移転外ファイナンス･リース取引については、従来、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したが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 19 年 3 月 30

日改正 企業会計基準第 13 号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会

平成 19 年 3 月 30 日改正 企業会計基準適用指針第 16 号）が平成 20 年 4 月 1 日以後開始する連結

会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第 1 四半期連

結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、平成 20 年 4 月 1 日以降に契約を締結したリース取引か

ら、通常の売買取引に係る会計処理によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス･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を引き続き採用しております。 

これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

④ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当第 1 四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面

の取扱い」（企業会計基準委員会 平成 18 年 5 月 17 日 実務対応報告第 18 号）を適用しております。

これによる連結決算上必要な修正はありません。 
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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：百万円）

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 14,677 21,711

　　受取手形及び営業未収金 15,214 13,349

    有価証券 15 215

　　貯蔵品 5,377 4,546

　　繰延及び前払費用 3,237 2,813

　　代理店債権 1,209 1,292

　　繰延税金資産 256 371

　　その他 2,294 2,357

　　貸倒引当金 △ 46 △ 41

　　流動資産合計 42,235 46,617

　固定資産

　　有形固定資産

　　　船舶　（純額） 49,939 48,634

　　　その他　（純額） 1,194 1,230

　　　建設仮勘定 10,150 11,567

　　　有形固定資産合計 61,284 61,431

　　無形固定資産 131 139

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 11,644 10,306

　　　繰延税金資産 122 119

　　　その他 1,451 1,506

　　　貸倒引当金 △ 42 △ 6

　　　投資その他の資産合計 13,176 11,925

　　固定資産合計 74,592 73,496

　資産合計 116,828 120,114
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（単位：百万円）

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

　　営業未払金 9,893 8,711

　　短期借入金 4,952 4,981

　　未払法人税等 3,810 10,365

　　繰延税金負債 17 5

　　前受金 1,835 1,669

　　賞与引当金 229 576

　　その他 2,181 1,849

　　流動負債合計 22,919 28,159

　固定負債

　　長期借入金 32,434 31,474

　　繰延税金負債 2,749 2,727

　　退職給付引当金 1,120 1,165

　　役員退職慰労引当金 466 526

　　特別修繕引当金 831 839

　　負ののれん 123 133

　　その他 1,335 698

　　固定負債合計 39,060 37,565

　負債合計 61,980 65,724

純資産の部

　株主資本

　　資本金 13,258 13,258

　　資本剰余金 795 795

　　利益剰余金 41,640 38,931

　　自己株式 △ 3,776 △ 2,512

　　株主資本合計 51,917 50,472

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 4,070 3,216

　　繰延ヘッジ損益 △ 636 8

　　為替換算調整勘定 △ 1,023 190

　　評価・換算差額等合計 2,410 3,415

　少数株主持分 518 502

　純資産合計 54,847 54,389

負債純資産合計 116,828 120,114
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　(2)　四半期連結損益計算書
（単位：百万円）

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 52,629

売上原価 41,142

売上総利益 11,487

一般管理費 1,572

営業利益 9,914

営業外収益

　受取利息 43

  受取配当金 116

　負ののれん償却額 10

　持分法による投資利益 19

　為替差益 241

　その他 10

　営業外収益合計 442

営業外費用

　支払利息 168

　その他 59

　営業外費用合計 228

経常利益 10,128

特別利益

　用船契約解約金 104

　特別利益合計 104

特別損失

　貸倒引当金繰入額 35

　特別損失合計 35

税金等調整前四半期純利益 10,196

法人税、住民税及び事業税 3,819

法人税等調整額 16

法人税等合計 3,836

少数株主利益 21

四半期純利益 6,338
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　(3)　四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

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 10,196

　有形固定資産減価償却費 1,716

　受取利息及び受取配当金 △ 159

　支払利息 168

　持分法による投資損益（△は益） △ 10

　為替差損益（△は益） 159

　売上債権の増減額（△は増加） △ 1,923

　貯蔵品の増減額（△は増加） △ 861

　繰延及び前払費用の増減額（△は増加） △ 442

　仕入債務の増減額（△は減少） 1,274

　前受金の増減額（△は減少） 207

　その他 112

　小計 10,436

　利息及び配当金の受取額 148

　利息の支払額 △ 180

　法人税等の支払額 △ 10,351

　営業活動によるキャッシュ・フロー 52

投資活動によるキャッシュ・フロー

　短期投資の増加による支出 △ 24

　有価証券の償還による収入 200

　有形固定資産の取得による支出 △ 3,746

　その他 △ 48

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 3,619

財務活動によるキャッシュ・フロー

　長期借入れによる収入 2,531

　長期借入金の返済による支出 △ 1,175

　自己株式の取得による支出 △ 1,263

　配当金の支払額 △ 3,631

　少数株主への配当金の支払額 △ 9

　その他 △ 11

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 3,559

現金及び現金同等物に係る換算差額 67

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 7,059

現金及び現金同等物の期首残高 21,427

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,368

9



第一中央汽船㈱ (9132) 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 
 

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 
 
【事業の種類別セグメント情報】 
 

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) 
 

 
海運業 

（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 

(2) セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

52,559

－

70

111

52,629

111

 

－ 

 

 

(  111) 

52,629

－

計 52,559 181 52,741 (  111) 52,629

営 業 利 益         9,890 23 9,914 0 9,914

(注)１．事業区分は売上集計区分によっております。 
２．海運業の主なものは、外・内航海上輸送オペレーター業及び船舶貸渡業であります。 
３．その他事業の主なものは、船用品等商品販売業及び不動産賃貸業であります。 

 

 

【所在地別セグメント情報】 
 

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) 
 
全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、記載を省略しております。 
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【海外売上高】 
 

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) 
 
 

アジア オセアニア 北米 
その他の 

地域 

 

計 

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 20,926 16,479 5,929 5,825 49,160

Ⅱ 連結売上高 （百万円）  52,629

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 39.7 31.3 11.3 11.1 93.4
  
(注)１．海外売上高の主なものは、外航に係る海運業収益であります。 

２．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 
（１）国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
（２）各区分に属する主な国又は地域 

ア ジ ア・・・インドネシア・中国 
オ セ ア ニ ア・・・オーストラリア・ニューカレドニア 
北 米・・・米国・カナダ 
その他の地域・・・ブラジル・南アフリカ 

 

 

(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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「参考資料」 
  
   （要約） 前四半期連結損益計算書 

（単位：百万円） 

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）科  目 

金  額 

Ⅰ 売上高 37,600

Ⅱ 売上原価 29,652

売上総利益 7,947

Ⅲ 一般管理費 1,332

営業利益 6,614

Ⅳ 営業外収益 415

Ⅴ 営業外費用 348

経常利益 6,682

Ⅵ 特別利益 －

Ⅶ 特別損失 －

税金等調整前四半期純利益 6,682

税金費用 2,580

少数株主利益 28

四半期純利益 4,073
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