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平成 20 年 8 月 12 日 

各  位 

会社名 玉井商船株式会社 

代表者名 取締役社長 本馬 修 

 （コード番号 9127 大証） 

ＵＲＬ http://www.tamaiship.co.jp 

問合せ先 経理部長  木原 豊 

ＴＥＬ  ０３（５４７２）７０３１ 

 

 

（訂正）「平成 21 年３月期第１四半期決算短信」の一部訂正について 
 

 

平成 20 年 8 月 7 日に提出しました決算短信の一部に訂正を要する箇所がありましたので、下記の通り訂正

いたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。 

四半期連結財務表の訂正については、連結子会社同士の合併仕訳に誤りがありましたので、訂正いたします。 

 

 

記 

 

 

【平成 21 年３月期第１四半期決算短信の訂正箇所】 

 （１ページ）  

１．平成 21 年３月期第１四半期連結業績（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） 

(2) 連結財務状態 

  

（３ページ）  

・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 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 

 

（５ページ及び６ページ） 

5.【四半期連結財務諸表】 

(1)【四半期連結貸借対照表】 

 

（７ページ） 

5.【四半期連結財務諸表】 

(2)【四半期連結損益計算書】  

 

（８ページ） 

5.【四半期連結財務諸表】 
(3)【四半期連結キャッシュ･フロー計算書】 
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平成 21 年３月期 第１四半期決算短信（１ページ） 
【訂正箇所】 

 

(1)連結経営成績(累計) 

【訂正前】 

 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 2,082 ― 773 ― 851 ― 504 ― 
20年3月期第1四半期 1,492 24.0 339 258.5 346 309.5 162 113.9 
 

 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 26 51 ―  
20年3月期第1四半期 8 71 ―  
 

【訂正後】 

 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 2,082 ― 773 ― 836 ― 489 ― 
20年3月期第1四半期 1,492 24.0 339 258.5 346 309.5 162 113.9 
 

 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 25 71 ―  
20年3月期第1四半期 8 71 ―  
 

 

(2)連結財政状態 

【訂正前】 

 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 9,436 4,144 42.7 211 59 
20年3月期 9,265 3,776 39.3 191 51  
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 4,024百万円 20年３月期 3,641百万円

 

【訂正後】 

 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 9,436 4,144 42.5 210 80 
20年3月期 9,265 3,776 39.3 191 51  
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 4,009百万円 20年３月期 3,641百万円
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平成 21 年３月期 第１四半期決算短信（３ページ） 
【訂正箇所】 

 
・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 
【訂正前】 

【略】 

この結果、売上高は 2,082 百万円（前年同期比 590 百万円、39.5%増）、営業利益は 773 百万円（前年同

期比 434 百万円、128.1%増）、経常利益は 851 百万円（前年同期比 505 百万円、145.8%増）、また四半期純

利益は 504 百万円(前年同期比 341 百万円、209.6%増）となりました 

 

【訂正後】 

【略】 

この結果、売上高は 2,082 百万円（前年同期比 590 百万円、39.5%増）、営業利益は 773 百万円（前年同

期比 434 百万円、128.1%増）、経常利益は 836 百万円（前年同期比 490 百万円、141.5%増）、また四半期純

利益は 489 百万円(前年同期比 326 百万円、200.3%増）となりました 

 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 
【訂正前】 

①資産、負債および純資産の状況 

【略】 

純資産は四半期純利益 504 百万円による増加と配当金 188 百万円による減少などで 367 百万円増加し、

4,144 百万円となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

【略】 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 
当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、62 百万円です。これは、税金等

調整前四半期純利益 850 百万円が計上されているうえに、減価償却費 132 百万円などの非資金費用の調整
などがあり、海運業未払金の増加 176 百万円などの増加項目に、法人税等の支払額 756 百万円などの減少
項目を加減した結果によるものであります。 

 

【訂正後】 

①資産、負債および純資産の状況 

【略】 

純資産は四半期純利益 489 百万円による増加と配当金 188 百万円による減少などで 368 百万円増加し、

4,144 百万円となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

【略】 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 
当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、62 百万円です。これは、税金等

調整前四半期純利益 835 百万円が計上されているうえに、減価償却費 132 百万円などの非資金費用の調整
などがあり、海運業未払金の増加 176 百万円などの増加項目に、法人税等の支払額 756 百万円などの減少
項目を加減した結果によるものであります。 
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平成 21 年３月期 第１四半期決算短信（５～６ページ） 

【訂正箇所】 

 

5.【四半期連結財務諸表】 

(1)【四半期連結貸借対照表】 

 

【訂正前】 

 (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    

  【略】 

  その他   270,791  171,766 

   流動資産合計   4,648,748  4,389,248 

  【略】   

  資産合計   9,436,330  9,265,199    
 

 

 

【訂正前】 

 (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)  

 純資産の部    

  株主資本    

  【略】  

   利益剰余金   2,834,292  2,519,057 

  【略】  

   株主資本合計   3,754,979  3,436,940 

  【略】  

  少数株主持分   119,936  135,093 

  純資産合計   4,144,653  3,776,761 

 負債純資産合計   9,436,330  9,265,199 
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【訂正後】 

 (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    

  【略】 

  その他  271,059   171,766 

   流動資産合計   4,649,016  4,389,248 

  【略】   

  資産合計   9,436,598  9,265,199    
 

 

 

【訂正後】 

 (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)  

 純資産の部    

  株主資本    

  【略】  

   利益剰余金   2,819,106  2,519,057 

  【略】  

   株主資本合計   3,739,793  3,436,940 

  【略】  

  少数株主持分   135,389  135,093 

  純資産合計   4,144,921  3,776,761 

 負債純資産合計   9,436,598  9,265,199 
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平成 21 年３月期 第１四半期決算短信（７ページ） 

【訂正箇所】 

 

5.【四半期連結財務諸表】 

(2)【四半期連結損益計算書】 

 (第１四半期連結累計期間) 

【訂正前】 

 (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)  

【略】 

 営業外収益   

 【略】 

  その他   15,674 

  営業外収益合計   97,828 

【略】  

 経常利益   851,929 

【略】  

 税金等調整前四半期純利益   850,807 

【略】  

 四半期純利益   504,214 

 

【訂正後】 

 (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)  

【略】 

 営業外収益   

 【略】 

  その他   489 

  営業外収益合計   82,643 

【略】  

 経常利益   836,743 

【略】  

 税金等調整前四半期純利益   835,621 

【略】  

 四半期純利益   489,028 
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平成 21 年３月期 第１四半期決算短信（８ページ） 

【訂正箇所】 

 

5.【四半期連結財務諸表】 

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

【訂正前】 

 (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   850,807 

 【略】  

  その他   △15,650 

 

 

 

【訂正後】 

 (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   835,621 

 【略】  

  その他   △464 

 

 

以  上 
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