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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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）

営業収益 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2四半期 21,717 ― 764 ― 725 ― 401 ―

20年3月期第2四半期 20,061 2.5 822 △21.6 807 △16.5 507 △9.7

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2四半期 13.89 13.86
20年3月期第2四半期 17.57 17.08

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2四半期 38,286 12,829 33.2 439.32
20年3月期 37,532 12,814 33.8 439.25

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  12,696百万円 20年3月期  12,694百万円

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 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― 6.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 6.00 12.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

営業収益 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

通期 41,973 4.2 1,294 △24.2 1,226 △27.3 692 △48.0 23.94

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、４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、４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 
・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。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化により、
上記数値と異なる場合があります。 

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2四半期  28,910,000株 20年3月期  28,910,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  10,374株 20年3月期  10,386株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  28,899,608株 20年3月期第2四半期  28,877,326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２四半期連結累計期間のわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した金融市場の混

乱による米国経済の減退や、為替並びに株式市場の不安定な動向が実体経済に波及し、原材料価格
の高騰が続くなど、景気の減速傾向が一層強まりました。 
物流業界におきましては、アジアをはじめロシア向けの荷動きは堅調に推移しましたが、国内貨

物については、改正建築基準法の影響により建築資材において荷動きの回復が鈍化しているほか、
燃料費の高止まりが続き、依然として厳しい経営環境が続きました。 
このような環境の下、当社グループは、平成23年3月期を最終年度とする「10中期経営計画」に

基づき、国内物流事業の強化・拡大、国際物流事業の拡大、環境事業の拡大、グループ経営の強化、
経営戦略を実現させる人事政策、ＣＳＲ取組の強化を重点施策として目標達成に向けて取り組みま
した。 
この結果、当四半期の営業収益は217億1千7百万円（前年同期比8.3％増）、営業利益は7億6千4

百万円（前年同期比7.0％減）、経常利益は7億2千5百万円（前年同期比10.1％減）、四半期純利益
は4億1百万円（前年同期比20.9％減）となりました。 
 
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。 
① 物流事業 
物流事業におきましては、国際貨物について、中国・東南アジアとの貿易が順調に推移し、海
上コンテナの取扱量が増加したほか、国際複合一貫輸送においてロシア・ＣＩＳ地域向けのパイ
プ・建設機械輸送の取扱が順調に推移いたしました。 
国内貨物においては、改正建築基準法の影響が払拭されず、セメント並びにセメント関連製品

の輸送量が低迷したものの、産業廃棄物の輸送量は増加しました。 
これらの結果、物流事業全体の営業収益は154億7千6百万円（前年同期比10.0％増）となりま

したが、営業利益は10億2千3百万円（前年同期比2.7％増）となりました。 
② 海運事業 
海運事業におきましては、内航セメント船の定期用船収入は増加したものの、外航貨物船によ
る砂・砂利や産業廃棄物の取扱量が減少し、燃料高騰により輸送コストも増加いたしました。 
これらの結果、営業収益は59億8千9百万円（前年同期比4.5％増）となりましたが、営業利益

は2億1千5百万円（前年同期比20.0％減）となりました。 
③ 不動産事業 
不動産事業におきましては、賃貸ビルのテナント移動等に伴って減収となり、修繕費等の維持

コストが増加しました。 
この結果、営業収益は2億5千万円（前年同期比2.9％減）となり、営業利益は1億7千3百万円

（前年同期比6.4％減）となりました。 
 
上記事業の種類別セグメントの営業利益はセグメント間取引消去前の金額で記載しております。

なお、上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 
資産合計は、前連結会計年度末に比べ7億5千3百万円増加の382億8千6百万円（2.0％増）となり

ました。主な要因は、船舶の売却等により現金及び預金が4億1百万円増加したほか、受取手形及び
営業未収入金が5億9千4百万円、札幌の倉庫建設用地購入等により土地が2億6百万円増加したもの
の、時価下落に伴う評価差額の減少等で投資有価証券が3億5千2百万円減少したこと等によります。 
負債合計は、前連結会計年度末に比べ7億3千8百万円増加の254億5千7百万円（3.0％増）となり

ました。主な要因は、営業未払金が2億7千5百万円、短期借入金が3億8千3百万円、預かり本船運賃
等の増加に伴い、流動負債のその他が5億1千4百万円、長期借入金が3億7千3百万円増加したものの、
一年内償還予定の社債が5億円、退職給付引当金が1億6千5百万円、役員退職慰労引当金が9千2百万
円減少したこと等によります。 
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1千4百万円増加の128億2千9百万円（0.1％増）となりま

した。主な要因は、配当金の支払い1億7千3百万円、四半期純利益の増加4億1百万円により利益剰
余金が2億2千7百万円増加し、少数株主持分が1千2百万円増加したものの、その他有価証券評価差
額金が1億9千6百万円減少し、為替換算調整勘定が2千8百万円減少したこと等によります。 
以上により、自己資本比率は33.2％と前連結会計年度末に比べて0.6ポイントの減少となりまし

た。 
 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
今後のわが国経済は、米国経済の減速および金融不安の拡大が実体経済に大きく影響を与えてい

ることから、景気後退色が一層強まっていくと予想されます。 
当社グループを取り巻く事業環境につきましても、世界的な景気減速に伴い、アジア地域を中心

として順調に推移していた国際貨物の輸送需要の動向が懸念されるほか、国内貨物については、改
正建築基準法の影響により低迷した建築資材の荷動きが回復するまでに暫く期間を要すると予想さ
れ、顧客の物流合理化ニーズの高まりや、輸送コストの上昇が引き続き懸念されることから、予断
を許さない状況であります。 
このような環境の下、当社グループは平成23年3月期を最終年度とする「10中期経営計画」にお

いて、厳しい経営環境に打ち勝つための収益性と成長性を兼ね備えた強い会社作りを標榜し、国内
物流事業の強化・拡大、国際物流事業の拡大、環境事業の拡大を経営の最重点課題として事業展開
を図ってまいります。 
しかしながら、国内外での景気後退、原材料価格の高騰や急激な円高基調が進むなど、期初に想

定した事業環境が大きく変化しており、今後においても暫く改善の見通しが立たないことから、通
期業績予想の修正を行いました。 
詳細につきましては、本日平成20年10月30日公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照下さい。 
 



東 海運株式会社（9380）平成21年３月期 第２四半期決算短信 

－ 4 － 

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 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。 
 

② 税金費用の計算 
 税金費用については、当第２四半期連結累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もり、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  「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）を第１四半期連結会計期間から適用しており
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」（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）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法
（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。なお、これにより、営業総利
益、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軽微であります。 

 
③  「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成
19年３月30日 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６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16
号）を第１四半期連結会計期間から早期に適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準
じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。 
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算
定する方法によっております。 
 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。 
 この結果、従来の方法によった場合と比べて、リース資産が有形固定資産に142,520千円、
無形固定資産に14,747千円それぞれ計上されております。なお、これにより、営業総利益、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。 
 
 



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２四半期 
連結会計期間末 
(平成20年９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 3,080,634 2,678,765 
受取手形及び営業未収入金 6,814,718 6,219,791 
その他 1,255,449 1,523,432 
貸倒引当金 △11,308 △10,919 

流動資産合計 11,139,494 10,411,069 
固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 7,398,206 7,229,663 
機械装置及び運搬具（純額） 172,262 194,981 
船舶（純額） 2,940,075 3,092,541 
土地 11,312,018 11,105,932 
その他（純額） 194,656 53,484 
有形固定資産合計 22,017,219 21,676,603 

無形固定資産   
のれん 101 179 
その他 1,406,139 1,404,068 
無形固定資産合計 1,406,240 1,404,248 

投資その他の資産   
投資有価証券 3,134,474 3,487,389 
その他 647,274 609,772 
貸倒引当金 △58,506 △56,624 

投資その他の資産合計 3,723,242 4,040,537 

固定資産合計 27,146,703 27,121,389 

資産合計 38,286,197 37,532,458 
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(単位：千円)

当第２四半期 
連結会計期間末 
(平成20年９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 4,971,232 4,695,344 
短期借入金 7,208,310 6,824,610 
1年内償還予定の社債 100,000 600,000 
未払法人税等 383,529 419,269 
賞与引当金 314,174 306,831 
その他 2,203,771 1,689,730 
流動負債合計 15,181,017 14,535,785 

固定負債   
社債 100,000 150,000 
長期借入金 5,435,167 5,061,322 
退職給付引当金 1,876,853 2,042,555 
役員退職慰労引当金 24,405 116,672 
特別修繕引当金 149,715 118,015 
負ののれん 2,011 4,022 
その他 2,687,892 2,689,871 
固定負債合計 10,276,045 10,182,459 

負債合計 25,457,062 24,718,244 

純資産の部   
株主資本   
資本金 2,294,010 2,294,010 
資本剰余金 1,505,049 1,505,053 
利益剰余金 8,511,425 8,283,476 
自己株式 △4,156 △4,163 

株主資本合計 12,306,328 12,078,376 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 410,358 607,230 
為替換算調整勘定 △20,361 8,501 

評価・換算差額等合計 389,997 615,732 
少数株主持分 132,808 120,105 
純資産合計 12,829,134 12,814,214 

負債純資産合計 38,286,197 37,532,458 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業収益 21,717,165 
営業費用 19,707,930 
営業総利益 2,009,235 

販売費及び一般管理費  
従業員給料 454,042 
賞与引当金繰入額 108,718 
退職給付費用 33,782 
役員退職慰労引当金繰入額 11,674 
福利厚生費 109,856 
貸倒引当金繰入額 393 
減価償却費 24,356 
その他 501,699 
販売費及び一般管理費合計 1,244,522 

営業利益 764,712 

営業外収益  
受取利息 9,001 
受取配当金 33,049 
負ののれん償却額 2,011 
持分法による投資利益 2,619 
為替差益 21,550 
その他 27,739 
営業外収益合計 95,971 

営業外費用  
支払利息 117,695 
その他 17,343 
営業外費用合計 135,038 

経常利益 725,645 

特別利益  
固定資産売却益 10,397 
特別利益合計 10,397 

特別損失  
固定資産処分損 2,038 
ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 1,990 
投資有価証券評価損 3,132 
ゴルフ会員権評価損 3,270 
環境対策費 9,776 
その他 28,510 
特別損失合計 48,718 

税金等調整前四半期純利益 687,324 

法人税等 273,144 
少数株主利益 12,833 
四半期純利益 401,346 
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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。 

 

(３) 継続企業の前提に関する注記 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 

(４) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 
 

 
物流事業 
(千円) 

海運事業 
(千円) 

不動産事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 15,476,768 5,989,813 250,583 21,717,165 － 21,717,165 

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 14,849 － 20,208 35,057 （35,057） － 

計 15,491,618 5,989,813 270,791 21,752,223 （35,057） 21,717,165 

営業利益 1,023,594 215,793 173,022 1,412,410 （647,697） 764,712 

(注) １ 事業区分は、サービス(役務)の種類、原料・製品の輸送及び保管方法等により区分しております。 
２ 各区分の主な役務の内容 

事業区分 役務の内容 
物流事業 鉄鋼・硝子・タイヤ等の港湾運送作業、倉庫作業、通関業務等、鉄

鋼・建材・セメント・タイヤ等の陸上貨物運送及び工場構内における
建材・硝子等の運搬作業等 

海運事業 主としてセメント及び原料等の海上貨物輸送 
不動産事業 不動産の賃貸、管理業務等 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を越えているため、所在地別セグ

メント情報の記載を省略しております。 
 
【海外売上高】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
 
(５) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 該当事項はありません。 
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【参考】 
 
(１) （要約）前中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  
 至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 営業収益  20,061,126 100.0 

Ⅱ 営業費用  17,960,768 89.5 

   営業総利益  2,100,358 10.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,277,776 6.4 

   営業利益  822,581 4.1 

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息 9,354   

 ２ 受取配当金 34,398   

 ３ 賃貸料 13,301   

 ４ 保険金 48,717   

 ５ 経営指導料 1,361   

 ６ 負ののれん償却額 2,011   

 ７ その他 27,427 136,572 0.7 

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息 111,688   

 ２ 持分法による投資損失 17,822   

 ３ その他 22,323 151,834 0.8 

   経常利益  807,319 4.0 

Ⅵ 特別利益    

 １ 固定資産売却益 113,412   

 ２ 関係会社株式売却益 18,094   

 ３ 貸倒引当金戻入額 3,378 134,884 0.7 

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産処分損 736   

 ２ 投資有価証券評価損 1,286 2,022 0.0 

   税金等調整前中間純利益  940,181 4.7 

   法人税、住民税及び事業税 406,070   

   法人税等調整額 12,118 418,188 2.1 

   少数株主利益  14,599 0.1 

   中間純利益  507,394 2.5 
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（２） セグメント情報 
【事業の種類別セグメント情報】 
前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 
物流事業 
（千円） 

海運事業 
（千円） 

不動産事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高       

 (1)外部顧客に対する売上
高 

14,069,231 5,733,746 258,148 20,061,126 － 20,061,126 

 (2)セグメント間の内部売
上高又は振替高 

12,396 － 20,208 32,604 (32,604) － 

計 14,081,628 5,733,746 278,356 20,093,731 (32,604) 20,061,126 

営業費用 13,084,933 5,464,111 93,594 18,642,639 595,905 19,238,544 

営業利益 996,694 269,635 184,762 1,451,091 (628,510) 822,581 
(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な役務の内容 

事業区分は、サービス(役務)の種類、原料・製品の輸送及び保管方法等により下記の事業区分にしておりま
す。 
物流事業 役務の内容 鉄鋼・硝子・タイヤ等の港湾運送作業、倉庫作業、通関業務等、鉄

鋼・建材・セメント・タイヤ等の陸上貨物運送、及び工場構内におけ
る建材・硝子等の運搬作業等 

海運事業 役務の内容 主としてセメント及び原料等の海上貨物輸送 
不動産事業 役務の内容 不動産の賃貸、管理業務等 

２ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は628,225千円であり、その主な
ものは提出会社本社及び連結子会社本社の総務部門・人事部門・管理部門等に係る費用であります。 

 

【所在地別セグメント情報】 
前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を越えているため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 
前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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