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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 2,560 ― 311 ― 155 ― 81 ―
20年3月期第1四半期 3,225 10.7 367 △19.1 123 △62.2 65 △64.6

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 2.14 ―
20年3月期第1四半期 1.70 ―

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 45,912 10,369 22.6 271.12
20年3月期 44,048 9,898 22.5 258.81

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  10,369百万円 20年3月期  9,898百万円

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 ― ― ― 4.00 4.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 4.00 4.00

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 5,200 ― 600 ― 160 ― 85 ― 2.22
通期 10,400 △8.1 1,200 37.7 320 125.2 160 △91.8 4.18

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、２～３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。  

(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、２～３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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他注記事項 
 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び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
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、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 をご覧ください。 
 
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」に従い四半期財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  38,250,000株 20年3月期  38,250,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  5,042株 20年3月期  5,042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  38,244,958株 20年3月期第1四半期  38,246,651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１四半期連結累計期間のタンカー市況は、ＶＬＣＣのスポット市況が前年同期を大幅に上回る高

水準で推移し、石油製品船の市況も期間の後半に船腹需給が引き締まり上昇いたしました。 
 このような状況にあって、当社グループはＶＬＣＣを中心とする長期貸船契約の下、支配下船腹全船

がフル稼働し期初予想を上回る成績となりました。 
 その結果、海運業収益は 25 億 6 千万円（前年同期比６億６千４百万円減）、営業利益は 3 億 1 千１

百万円（前年同期比 5 千５百万円減）、経常利益 1 億 5 千 5 百万円（前年同期比３千２百万円増）、四

半期純利益は 8 千１百万円（前年同期比１千６百万円増）となりました。 
 
２．連結財政状態に関する定性的情報 
 当第１四半期連結会計期間末の資産の部は、前連結会計年度末に比べ 18 億 6 千 4 百万円増加し 459
億 1 千 2 百万円となりました。流動資産は船舶の建造資金に充てるため有価証券及び預金を取崩した

ことにより、23 億 8 千 9 百万円減少し 37 億 3 千 1 百万円となりました。固定資産は新造船の設備投

資及び投資有価証券の評価益の増加により、42 億 5 千 3 百万円増加し 421 億 8 千万円となりました。 
 負債の部は、新造船の建造に伴う借入金の増加により、前連結会計年度末に比べ 13 億 9 千 3 百万円

増加し 355 億 4 千 3 百万円となりました。 
 純資産の部は、投資有価証券の評価益の増加及び繰延ヘッジ損失の減少により、評価・換算差額等が

増加したことにより、前連結会計年度末に比べ 4 億 7 千万円増加し 103 億 6 千 9 百万円となりました。 
 
３．連結業績予想に関する定性的情報 

近の業績動向を勘案し、平成 20 年 5 月 14 日に発表いたしました第 2 四半期連結累計期間および

第 2 四半期累計期間の業績予想を修正いたしました。なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本

日（平成 20 年 8 月 8 日）発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
なお、通期の業績予想（連結・個別）につきましては、平成 20 年 5 月 14 日発表のとおりであり、

変更はありません。 
  
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作成に特有の会計処理の適用 

１．簡便な会計処理 
 該当事項はありません。 

２．四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理の適用 
 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利

益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見

積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示し

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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２． たな卸資産については、従来、先入先出法に基づく原価法によっておりましたが、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」（企業会計基準第 9 号）

が適用されたことに伴い、先入先出法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。なお、この変更による

損益への影響はありません。 
 

３． 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」（実務対応報告第 18 号）を適用しております。なお、この変更によ

る損益への影響はありません。 
 

（追加情報） 
役員退職慰労金制度の廃止 
 当社は前期に関わる定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止及び退職慰労

金打ち切り支給を決議したことに伴い、同日以降についての引当金計上を中止しました。

これに伴い、役員退職慰労金 168 百万円は長期未払金（その他固定負債）に振替えてお

ります。 
 また、前期まで役員退職慰労引当金に含めて表示しておりました理事の退職引当金 23
百万円は、当第１四半期連結会計期間より退職給付引当金に含めて表示しております。 
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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 1,393,380 1,896,996

海運業未収金 153,600 134,964

短期貸付金 278,070 278,425

立替金 112,692 102,306

有価証券 1,249,852 3,146,655

貯蔵品 245,130 237,823

繰延及び前払費用 20,002 22,136

未収還付法人税等 56,763 56,763

その他流動資産 223,794 246,914

貸倒引当金 △1,435 △1,323

流動資産合計 3,731,850 6,121,662

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 35,731,854 32,209,359

建物（純額） 23,030 23,653

土地 47,971 47,971

建設仮勘定 3,932,035 3,648,536

その他有形固定資産（純額） 10,201 10,288

有形固定資産合計 39,745,093 35,939,809

無形固定資産 7,999 8,666

投資その他の資産   

投資有価証券 2,169,068 1,730,027

その他長期資産 258,288 247,970

投資その他の資産合計 2,427,357 1,977,998

固定資産合計 42,180,450 37,926,474

資産合計 45,912,300 44,048,136

負債の部   

流動負債   

海運業未払金 327,728 378,338

短期借入金 3,621,342 3,566,124

未払費用 67,018 69,767

未払法人税等 102,850 －

繰延税金負債 241,183 263,169

賞与引当金 15,668 78,684

役員賞与引当金 2,817 16,670

その他流動負債 273,282 216,492

流動負債合計 4,651,891 4,589,246
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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) 

固定負債   

長期借入金 28,154,721 26,800,444

繰延税金負債 1,293,241 926,919

退職給付引当金 536,013 505,850

役員退職慰労引当金 － 255,291

特別修繕引当金 348,696 260,411

その他固定負債 558,655 811,741

固定負債合計 30,891,328 29,560,659

負債合計 35,543,219 34,149,906

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,850,000 2,850,000

資本剰余金 518,694 518,694

利益剰余金 6,308,376 6,379,356

自己株式 △1,635 △1,635

株主資本合計 9,675,435 9,746,416

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 893,653 633,258

繰延ヘッジ損益 △200,008 △481,444

評価・換算差額等合計 693,645 151,814

純資産合計 10,369,081 9,898,230

負債純資産合計 45,912,300 44,048,136
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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) 

海運業収益 2,560,816

海運業費用 2,055,836

海運業利益 504,980

一般管理費 193,043

営業利益 311,936

営業外収益  

受取利息及び配当金 39,328

その他営業外収益 13,218

営業外収益合計 52,546

営業外費用  

支払利息 199,846

持分法による投資損失 5,654

その他営業外費用 3,415

営業外費用合計 208,916

経常利益 155,566

税金等調整前四半期純利益 155,566

法人税等 73,567

四半期純利益 81,999
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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 155,566

減価償却費 750,151

退職給付引当金の増減額（△は減少） 30,163

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △255,291

特別修繕引当金の増減額（△は減少） 88,285

受取利息及び受取配当金 △39,328

支払利息 199,846

持分法による投資損益（△は益） 5,654

売上債権の増減額（△は増加） △18,635

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,307

仕入債務の増減額（△は減少） △50,610

その他 177,046

小計 1,035,541

利息及び配当金の受取額 39,249

利息の支払額 △198,337

法人税等の支払額 △2,607

営業活動によるキャッシュ・フロー 873,845

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の運用の増減額（純額） 1,497,235

有形固定資産の取得による支出 △4,554,709

貸付けによる支出 △6,500

貸付金の回収による収入 1,201

保険積立金の払戻による収入 29,399

その他 △258

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,033,631

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 2,182,000

長期借入金の返済による支出 △772,505

配当金の支払額 △153,043

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,256,451

現金及び現金同等物に係る換算差額 152

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △903,183

現金及び現金同等物の期首残高 2,346,855

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,443,671
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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）セグメント情報

　［事業の種類別セグメント情報]

　　当社及び連結子会社は単一種類の事業（外航海運業）を営んでいるため、事業の種類別セグメントの

　記載は省略しております。

　［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）

日本
(百万円)

中南米
(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 2,435 125 2,560 -          2,560

（２）セグメント間の内部売上高 139 1,687 1,827 △ 1,824 -          

　　　　　計 2,575 1,813 4,388 △ 1,827 2,560

　　　営業利益 157 154 311 － 311

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　　２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　　　中南米・・・パナマ、バハマ

　［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）

中近東 その他 計

Ⅰ　海外売上高（円） 2,506 32 2,538

Ⅱ　連結売上高（円） 2,560

Ⅲ　連結売上高に占める海外
　　 売上高の割合（％）

97.9 1.2 99.1

　　　　　　その他・・・東南アジア　他

　　　　３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
　　 該当事項はありません。

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　　２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　　　中近東・・・U.A.E.、サウジアラビア、カタール　他
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表

（１）（要約）四半期連結損益計算書

　　　前第１四半期連結累計期間（平成19年4月1日～6月30日）

（単位：百万円）

前年同四半期

(平成20年３月期

第１四半期）

金額

Ⅰ 海運業収益 3,225

Ⅱ 海運業費用 2,664

海運業利益 560

Ⅲ 一般管理費 193

営業利益 367

Ⅳ 営業外収益

受取利息・配当金 29

その他営業外収益 10

営業外収益計 39

Ⅴ 営業外費用

支払利息 186

持分法による投資損失 89

その他営業外費用 7

営業外費用計 283

経常利益 123

Ⅵ 特別利益

土地売却益 5

特別利益計 5

税金等調整前四半期純利益 128

法人税等合計 63

四半期純利益 65

科           目
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　　　前第１四半期連結累計期間（平成19年4月1日～6月30日）

（単位：百万円）

前年同四半期

(平成20年３月期

第１四半期）

区分 金額

税金等調整前当期純利益 128

減価償却費 699

退職給付引当金増減額 △ 24

役員退職慰労引当金増減額 11

特別修繕引当金増減額 15

受取利息及び受取配当金 △ 29

支払利息 186

持分法投資損益 89

固定資産売却益（△） △ 5

売上債権の増減額 △ 26

棚卸資産の増減額 △ 23

仕入債務の増減額 △ 142

その他 △ 70

小計 808

利息及び配当金等の受取額 29

利息の支払額 △ 184

法人税等の支払額 △ 232

営業活動によるキャッシュ・フロー 421

有形固定資産の取得による支出 △ 570

有形固定資産の売却による収入 6

貸付による支出 △ 9

貸付金の回収による収入 1

その他 48

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 524

長期借入による収入 716

長期借入金の返済による支出 △ 688

配当金の支払額 △ 152

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 125

0

△ 228

1,554

1,326

現金及び現金同等物の増減額

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の期末残高

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に係る換算差額
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