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会社名       日本郵船株式会社       
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上場取引所   東証・大証・名証各第一部    

問い合せ先  IR グループ長              
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（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７月 25 日に発表いたしました「平成 21 年３月期 第１四半期決算短信」の記載内容

に一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付して

おります。 

 

記 

 

【訂正内容】 

 

〔該当ページ：P.5〕 

２．連結財政状態に関する定性的情報  

②キャッシュ・フローの状況 

(訂正前)

平成17年
３月期

平成18年
３月期

平成19年
３月期

平成20年
３月期

平成20年
６月期

自己資本比率　(%) 29.0 30.6 30.8 27.9 29.2

時価ベースの自己資本比率
(%)

53.4 46.7 54.4 50.3 51.2

キャッシュ・フロー対有利子負債
比率　(年)

3.6 5.5 10.3 5.1 -

インタレスト・カバレッジ・レシオ 10.4 8.5 5.0 8.8 3.0

 

 

 
 



 

 

 
 

(訂正後)

平成17年
３月期

平成18年
３月期

平成19年
３月期

平成20年
３月期

平成20年
６月期

自己資本比率　(%) 29.0 30.6 30.8 27.9 29.2

時価ベースの自己資本比率
(%)

53.4 46.7 54.4 50.3 51.2

キャッシュ・フロー対有利子負債
比率　(年)

3.6 5.5 10.3 5.1 -

インタレスト・カバレッジ・レシオ 10.4 8.5 5.0 8.8 3.3
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５．四半期連結財務諸表 

（２）四半期連結損益計算書 

（訂正前）
（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 679,600 

売上原価 558,177 

売上総利益 121,422 

販売費及び一般管理費 63,264 

営業利益 58,158 

営業外収益 

受取利息 2,516

受取配当金 3,681 

為替差益 2,344 

持分法による投資利益 4,656 

その他 1,435 

営業外収益合計 14,634

営業外費用 

支払利息 7,133

その他 548 

営業外費用合計 7,682

経常利益 65,110 

特別利益 

固定資産売却益 4,525 

その他 1,142 

特別利益合計 5,668 

特別損失 

固定資産売却損 44 

固定資産除却損 797 

その他 442 

特別損失合計 1,283 

税金等調整前四半期純利益 69,494 

法人税等 23,791 

少数株主利益 1,343 

四半期純利益 44,359 



（訂正後）
（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 679,600 

売上原価 558,177 

売上総利益 121,422 

販売費及び一般管理費 63,264 

営業利益 58,158 

営業外収益 

受取利息 1,914

受取配当金 3,681 

為替差益 2,344 

持分法による投資利益 4,656 

その他 1,435 

営業外収益合計 14,032

営業外費用 

支払利息 6,531

その他 548 

営業外費用合計 7,080

経常利益 65,110 

特別利益 

固定資産売却益 4,525 

その他 1,142 

特別利益合計 5,668 

特別損失 

固定資産売却損 44 

固定資産除却損 797 

その他 442 

特別損失合計 1,283 

税金等調整前四半期純利益 69,494 

法人税等 23,791 

少数株主利益 1,343 

四半期純利益 44,359 
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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）
（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 69,494 

減価償却費 24,268 

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） △3,684 

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △137 

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 157 

持分法による投資損益（△は益） △4,656 

受取利息及び受取配当金 △6,197

支払利息 7,133

為替差損益（△は益） 810 

売上債権の増減額（△は増加） △2,948 

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,075 

仕入債務の増減額（△は減少） 7,614 

その他 △5,513 

小計 77,264 

利息及び配当金の受取額 6,726

利息の支払額 △7,410

法人税等の支払額 △54,095 

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,485 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有価証券の取得による支出 △34 

有価証券の売却による収入 478 

有形及び無形固定資産の取得による支出 △116,286 

有形及び無形固定資産の売却による収入 42,065 

投資有価証券の取得による支出 △3,567 

投資有価証券の売却による収入 312 

貸付けによる支出 △1,968 

貸付金の回収による収入 865 

その他 1,094 

投資活動によるキャッシュ・フロー △77,041 

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） 13,036 

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 45,000 

長期借入れによる収入 31,476 

長期借入金の返済による支出 △23,414 

自己株式の取得による支出 △72 

自己株式の売却による収入 6 

配当金の支払額 △14,736 

少数株主への配当金の支払額 △415 

その他 △231 

財務活動によるキャッシュ・フロー 50,648 

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,349 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,442 

現金及び現金同等物の期首残高 115,963 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,469 

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高増減額（△は減少） 13 

現金及び現金同等物の四半期末残高 123,889 



（訂正後）
（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 69,494 

減価償却費 24,268 

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） △3,684 

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △137 

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 157 

持分法による投資損益（△は益） △4,656 

受取利息及び受取配当金 △5,595

支払利息 6,531

為替差損益（△は益） 810 

売上債権の増減額（△は増加） △2,948 

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,075 

仕入債務の増減額（△は減少） 7,614 

その他 △5,513 

小計 77,264 

利息及び配当金の受取額 6,124

利息の支払額 △6,808

法人税等の支払額 △54,095 

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,485 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有価証券の取得による支出 △34 

有価証券の売却による収入 478 

有形及び無形固定資産の取得による支出 △116,286 

有形及び無形固定資産の売却による収入 42,065 

投資有価証券の取得による支出 △3,567 

投資有価証券の売却による収入 312 

貸付けによる支出 △1,968 

貸付金の回収による収入 865 

その他 1,094 

投資活動によるキャッシュ・フロー △77,041 

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） 13,036 

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 45,000 

長期借入れによる収入 31,476 

長期借入金の返済による支出 △23,414 

自己株式の取得による支出 △72 

自己株式の売却による収入 6 

配当金の支払額 △14,736 

少数株主への配当金の支払額 △415 

その他 △231 

財務活動によるキャッシュ・フロー 50,648 

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,349 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,442 

現金及び現金同等物の期首残高 115,963 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,469 

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高増減額（△は減少） 13 

現金及び現金同等物の四半期末残高 123,889 
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