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(％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 ： 無 
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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）
 (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2四半期 9,414 ─ 443 ─ 431 ─ 211 ─
20年3月期第2四半期 8,707 21.1 513 41.5 507 41.2 314 73.6

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2四半期 17 92 ─ ─
20年3月期第2四半期 26 68 ─ ─

 (2) 連結財政状態

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 12,755 4,550 35.7 385 50
20年3月期 10,829 4,578 42.2 387 59
(参考) 自己資本 21年3月期第2四半期 4,548百万円 20年3月期 4,573百万円

2. 配当の状況

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

21年3月期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
20年3月期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 12 00
21年3月期(予想) ─ ─ ─ ─ ─ ─ 8 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）

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

  通   期 18,600  4.1 1,050 △32.8 1,010 △34.9 530 △41.3 44 92
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  [(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） 
 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

 
  

 1.上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報を前提として算出したものであり、実際の業
績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。今回、業績予想の修正を行っておりま
すので、詳細については３ページをご参照ください。 
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」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
  
  
  

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

(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）

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有
 ② ①以外の変更 ： 無

21年3月期第2四半期 11,800,000株 20年3月期 11,800,000株

21年3月期第2四半期 ─株 20年3月期 ─株

21年3月期第2四半期 11,800,000株 20年3月期第2四半期 11,800,000株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間における我が国の経済は、米国サブプライムローン問題に端を発する金融市
場の混乱による為替変動・世界同時株安や、原油・原材料価格の急騰による企業収益への影響から、民間
設備投資や個人消費に陰りが見られるなど景気は拡大局面から後退局面へと転換期にさしかかっておりま
す。 
 このような状況のもと、当社グループの中核である内航海運事業において、主要荷主である鉄鋼メーカ
ーの粗鋼生産量は、自動車・造船に支えられ高生産レベルで推移しましたが、一方ではセメントの国内需
要は建設業界の低迷により民間需要が減退し、平成20年度は昨年を下回る5,200万トンと予想され低レベ
ルで推移しております。 
 内航海運市況は主要貨物である鉄鋼製品の輸送需要は引続き高レベルで推移しましたが、セメント業界
の低迷もあり船腹は余剰気味に推移しました。採算面では燃料油価格の急騰及び用船料の値上がりがコス
ト圧迫の大きな要因となり、運航費・借船料等のコストが大幅に上昇しました。また、LPG等のトラック
運送事業は、原油価格高騰による運行コスト増に加え、石油製品の需要減少の影響で、営業利益は前年同
期比で減少となりました。 
 以上により、当社グループの当第２四半期連結累計期間の連結売上高は94億14百万円、営業利益４億43
百万円、経常利益４億31百万円、四半期純利益は２億11百万円となりました。 
  

(1)資産、負債及び純資産の状況 
 当第２四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産127億55百万円（前連結会計年度末比
19億26百万円増加）、純資産45億50百万円（前連結会計年度末比27百万円減少）となりました。 
 増減の主なものは、営業未収金、貯蔵品等の増加による流動資産５億61百万円増、船舶の取得等による
有形固定資産15億61百万円増、営業未払金及び借入金の増加、未払法人税等の減少による負債19億53百万
円増、株価低迷によるその他有価証券評価差額金92百万円減などであります。 
  
(2)キャッシュ・フローの状況 
 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ47百万円増加
し、７億９百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における主なキャッシュ・フローの状況は次
の通りであります。 
 営業活動によるキャッシュ・フローは、80百万円の増加となりました。これは、税金等調整前四半期純
利益４億34百万円及び減価償却費の計上４億28百万円による増加、営業債権の増加４億16百万円及び法人
税等の支払３億83百万円によるものであります。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、20億１百万円の減少となりました。これは、主として船舶の取
得によるものであります。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは、19億83百万円の増加となりました。これは、船舶の取得等に係
る借入金の増加21億24百万円、配当金の支払１億41百万円によるものであります。 
   

第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成20年10月31日付け「業績予想の修正
に関するお知らせ」をご参照下さい。 
  

  

・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

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

固定資産の減価償却の方法 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しておりま  
 す。 

  

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）を当第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、これによる営業損益、経常損益及び税金等調整前四半期純損益への影響はありません。 

  

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)

(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

(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
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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 739,393 692,252 
受取手形及び売掛金 5,594,604 5,178,547 
たな卸資産 315,232 226,357 
前払費用 201,742 183,704 
繰延税金資産 54,222 80,824 
その他流動資産 138,497 120,390 
貸倒引当金 △844 △864 
流動資産合計 7,042,848 6,481,212 

固定資産 
有形固定資産 
船舶（純額） 4,105,122 2,094,455 
土地 93,267 93,444 
建設仮勘定 595,299 1,023,021 
その他有形固定資産（純額） 92,858 113,738 
有形固定資産合計 4,886,547 3,324,659 

無形固定資産 
ソフトウエア 15,201 15,796 
その他無形固定資産 4,809 4,809 
無形固定資産合計 20,010 20,606 

投資その他の資産 
投資有価証券 527,198 671,643 
繰延税金資産 109,391 162,844 
その他長期資産 171,875 170,614 
貸倒引当金 △2,483 △2,483 
投資その他の資産合計 805,981 1,002,618 

固定資産合計 5,712,539 4,347,884 
資産合計 12,755,387 10,829,097 
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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 
支払手形及び営業未払金 2,238,877 1,948,430 
短期借入金 3,075,000 2,275,000 
1年内返済予定の長期借入金 292,679 422,057 
未払法人税等 115,018 402,490 
未払費用 28,662 25,235 
賞与引当金 115,989 107,331 
役員賞与引当金 12,002 19,755 
その他流動負債 108,638 190,109 
流動負債合計 5,986,868 5,390,409 

固定負債 
長期借入金 1,754,020 299,964 
繰延税金負債 20,155 22,107 
退職給付引当金 203,688 231,745 
特別修繕引当金 183,393 240,716 
その他固定負債 56,333 65,963 
固定負債合計 2,217,592 860,497 

負債合計 8,204,460 6,250,907 
純資産の部 
株主資本 
資本金 718,000 718,000 
資本剰余金 308,435 308,435 
利益剰余金 3,409,650 3,339,750 
株主資本合計 4,436,085 4,366,185 

評価・換算差額等 
その他有価証券評価差額金 125,459 217,677 
繰延ヘッジ損益 － △16,636 
為替換算調整勘定 △12,591 6,368 
評価・換算差額等合計 112,867 207,409 

少数株主持分 1,974 4,595 
純資産合計 4,550,927 4,578,190 

負債純資産合計 12,755,387 10,829,097 
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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) 

売上高 9,414,026 
売上原価 8,335,490 
売上総利益 1,078,536 
一般管理費 634,898 
営業利益 443,638 
営業外収益 
受取利息 3,276 
受取配当金 8,279 
その他営業外収益 8,862 
営業外収益合計 20,419 

営業外費用 
支払利息 32,017 
その他営業外費用 703 
営業外費用合計 32,720 

経常利益 431,336 
特別利益 
固定資産売却益 11,822 
特別利益合計 11,822 

特別損失 
固定資産除却損 8,933 
特別損失合計 8,933 

税金等調整前四半期純利益 434,225 
法人税、住民税及び事業税 96,218 
法人税等調整額 129,506 
法人税等合計 225,724 
少数株主損失（△） △2,998 
四半期純利益 211,499 
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【第２四半期連結会計期間】 
（単位：千円） 

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) 

売上高 4,943,320 
売上原価 4,223,469 
売上総利益 719,850 
一般管理費 316,862 
営業利益 402,987 
営業外収益 
受取利息 1,334 
受取配当金 809 
その他営業外収益 3,806 
営業外収益合計 5,950 

営業外費用 
支払利息 17,584 
その他営業外費用 659 
営業外費用合計 18,243 

経常利益 390,693 
特別利益 
固定資産売却益 11,822 
特別利益合計 11,822 

特別損失 
固定資産除却損 8,933 
特別損失合計 8,933 

税金等調整前四半期純利益 393,583 
法人税、住民税及び事業税 35,550 
法人税等調整額 141,338 
法人税等合計 176,888 
少数株主損失（△） △2,306 
四半期純利益 219,001 
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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 434,225 
減価償却費 428,744 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △19 
賞与引当金の増減額（△は減少） 8,657 
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,752 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △28,056 
特別修繕引当金の増減額（△は減少） △57,323 
受取利息及び受取配当金 △11,556 
支払利息 32,017 
有形固定資産除却損 8,933 
有形固定資産売却損益（△は益） △11,822 
営業債権の増減額（△は増加） △416,057 
たな卸資産の増減額（△は増加） △88,875 
営業債務の増減額（△は減少） 290,447 
その他 △98,709 
小計 482,852 
利息及び配当金の受取額 11,556 
利息の支払額 △29,775 
法人税等の支払額 △383,690 
営業活動によるキャッシュ・フロー 80,942 

投資活動によるキャッシュ・フロー 
投資有価証券の取得による支出 △10,169 
有形固定資産の取得による支出 △1,998,406 
有形固定資産の売却による収入 12,231 
その他 △5,003 
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,001,347 

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） 800,000 
長期借入れによる収入 1,640,000 
長期借入金の返済による支出 △315,321 
配当金の支払額 △141,253 
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,983,424 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,879 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 47,140 
現金及び現金同等物の期首残高 662,215 
現金及び現金同等物の四半期末残高 709,356 
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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。 

  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（要約）前年同四半期に係る連結損益計算書 

 
  

  

  

  

  

「参考」

(単位：千円）

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)

 売上高 8,707,503

 売上原価 7,578,005

 売上総利益 1,129,498

 一般管理費 616,049

 営業利益 513,449

 営業外収益 24,098

 営業外費用 30,052

 経常利益 507,495

 特別利益 25,602

 特別損失 1,140

 税金等調整前中間純利益 531,956

 税金費用 217,016

 中間純利益 314,940
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「参考」個別業績の概要 
(百万円未満切捨て) 

 (％表示は対前年同四半期増減率)   

   

   

   

 
   

(％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 ： 無 

  
  

  上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報を前提として算出したものであり、実際の
業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。今回、実績予想の修正を行っており
ますので、詳細については、３ページをご参照下さい。 
  

1. 平成21年3月期第２四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日）
 (1) 経営成績(累計)

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2四半期 8,745 ― 465 ― 451 ― 239 ―
 20年3月期第2四半期 8,046 22.9 503 67.8 491 69.4 276 81.3

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 20 31 ― ―
 20年3月期第2四半期 23 41 ― ―

 (2) 財政状態

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 12,153 4,148 34.1 351 56
 20年3月期 10,104 4,123 40.8 349 44
(参考) 自己資本  21年3月期第2四半期 4,148百万円  20年3月期 4,123百万円

2. 平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日）【参考】

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
   通   期 17,300 4.8 970 △33.1 920 △35.3 480 △40.3 40 68

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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「参考」  
 
（要約）当第２四半期損益計算書（個別） 
  

 

（単位:千円）

当第２四半期累計期間
（自 平成20年4月1日    

   至 平成20年9月30日）

海運業収益

運賃 8,326,133

貸船料 184,274

その他 235,176

海運業収益計 8,745,584

海運業費用

運航費 2,386,597

船費 965,404

借料船 4,336,418

その他 1,346

海運業費用合計 7,689,766

海運業利益 1,055,817

一般管理費 590,606

営業利益 465,211

営業外収益 18,288

営業外費用 32,349

経常利益 451,150

特別利益 ─

特別損失 8,933

税引前第２四半期純利益 442,217

法人税、住民税及び事業税 85,968

法人税等調整額 116,588

第２四半期純利益 239,661
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