
平成21年3月期 第1四半期決算短信 
平成20年8月8日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 東栄リーファーライン 上場取引所 JQ 
コード番号 9133 URL http://www.toeireefer.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 崎山 昌明
問合せ先責任者 （役職名） 専務取締役 （氏名） 山口 豊 TEL 03-5476-2085

四半期報告書提出予定日 平成20年8月14日

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 3,782 ― 10 ― 4 ― △11 ―
20年3月期第1四半期 3,621 21.5 △52 ― △40 ― △61 ―

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 △1.84 ―
20年3月期第1四半期 △10.31 ―

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 10,934 3,610 33.0 600.76
20年3月期 9,785 3,640 37.2 605.80

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,610百万円 20年3月期  3,640百万円

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 ― ― ― 15.00 15.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 15.00 15.00

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 7,600 ― 50 ― △50 ― △50 ― △8.32
通期 16,800 5.4 660 0.0 550 51.5 270 82.8 44.92

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  無  

(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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４． その他 をご覧下さい。  

(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」を適用しています。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います。 
 
（2）業績予想につきましては、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予想数値と異なる結
果となる可能性があります。 
 
業績予想の前提については、２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 をご参照下さい。  

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  6,050,000株 20年3月期  6,050,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  40,705株 20年3月期  40,605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  6,009,393株 20年3月期第1四半期  6,010,726株
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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 857,230 1,014,469

受取手形・海運業未収金及び売掛金 2,809,810 3,209,534

有価証券 59,829 57,311

商品 994,929 1,077,294

貯蔵品 478,785 384,022

立替金 402,816 785,268

前渡金 1,211,936 92,796

繰延税金資産 19,011 48,601

その他 361,679 243,476

貸倒引当金 △7,841 △17,024

流動資産合計 7,188,188 6,895,751

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 1,204,405 740,834

建物及び構築物（純額） 197,488 200,195

その他（純額） 11,279 10,897

土地 315,784 315,784

建設仮勘定 1,402,220 1,041,100

有形固定資産合計 3,131,179 2,308,811

無形固定資産 11,132 13,474

投資その他の資産   

投資有価証券 195,325 166,286

長期貸付金 248,913 237,402

繰延税金資産 57,350 62,900

その他 105,451 101,470

貸倒引当金 △2,851 △807

投資その他の資産合計 604,189 567,252

固定資産合計 3,746,500 2,889,539

資産合計 10,934,689 9,785,291



（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   

海運業未払金及び買掛金 1,299,209 1,265,701

1年内償還予定の社債 430,000 330,000

短期借入金 2,032,405 1,365,626

前受収益 1,275 1,344

未払法人税等 1,756 217,259

賞与引当金 2,833 23,190

役員賞与引当金 2,000 10,000

その他 495,018 423,816

流動負債合計 4,264,497 3,636,938

固定負債   

社債 1,090,000 770,000

長期借入金 1,588,750 1,298,520

退職給付引当金 159,991 154,945

役員退職慰労引当金 101,943 98,273

その他 119,345 186,096

固定負債合計 3,060,030 2,507,834

負債合計 7,324,528 6,144,773

純資産の部   

株主資本   

資本金 890,000 890,000

資本剰余金 961,593 961,593

利益剰余金 1,752,613 1,853,859

自己株式 △14,020 △13,986

株主資本合計 3,590,185 3,691,465

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 57,289 40,069

繰延ヘッジ損益 △75,823 △110,736

為替換算調整勘定 38,508 19,719

評価・換算差額等合計 19,974 △50,947

純資産合計 3,610,160 3,640,517

負債純資産合計 10,934,689 9,785,291



（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) 

海運業収益 1,155,306

海運業費用 1,113,362

海運業利益 41,943

貿易業収益 1,815,730

貿易業費用 1,692,456

貿易業利益 123,273

洋上給油事業収益 810,743

洋上給油事業費用 792,041

洋上給油事業利益 18,702

その他事業収益 1,035

その他事業費用 220

その他事業利益 814

営業総利益 184,734

販売費及び一般管理費 174,231

営業利益 10,502

営業外収益  

受取利息 1,595

受取配当金 2,925

有価証券評価益 2,518

デリバティブ評価益 64,320

その他 1,757

営業外収益合計 73,117

営業外費用  

支払利息 21,590

為替差損 25,550

持分法による投資損失 23,203

その他 9,025

営業外費用合計 79,370

経常利益 4,250

特別利益  

貸倒引当金戻入額 9,959

特別利益合計 9,959

税金等調整前四半期純利益 14,210

法人税、住民税及び事業税 499

法人税等調整額 24,816

法人税等合計 25,315

四半期純損失（△） △11,105



（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 14,210

減価償却費 76,404

持分法による投資損益（△は益） 23,203

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,138

賞与引当金の増減額（△は減少） △20,357

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,046

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,670

受取利息及び受取配当金 △1,595

支払利息 18,395

有価証券評価損益（△は益） △2,518

デリバティブ評価損益（△は益） △64,320

為替差損益（△は益） 4,486

売上債権の増減額（△は増加） 397,224

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,398

前渡金の増減額（△は増加） △1,119,140

仕入債務の増減額（△は減少） 4,578

その他 333,331

小計 △354,917

利息及び配当金の受取額 1,511

利息の支払額 △16,574

法人税等の支払額 △212,248

営業活動によるキャッシュ・フロー △582,228

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 △867,500

貸付けによる支出 △53,996

貸付金の回収による収入 41,161

投資活動によるキャッシュ・フロー △880,335

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） 449,000

長期借入れによる収入 645,700

長期借入金の返済による支出 △137,691

社債の発行による収入 500,000

社債の償還による支出 △80,000

配当金の支払額 △69,085

その他 △33

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,307,890

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,564

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △157,239

現金及び現金同等物の期首残高 852,479

現金及び現金同等物の四半期末残高 695,240
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