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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）

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 112,102 ― 18,037 ― 18,087 ― 11,433 ―
20年3月期第2四半期 81,907 56.0 14,021 152.7 13,594 153.1 10,638 256.7

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 44.36 ―
20年3月期第2四半期 40.62 ―

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 120,452 58,284 47.9 225.45
20年3月期 120,114 54,389 44.9 207.85

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  57,750百万円 20年3月期  53,887百万円

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  有   

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 ― 14.00 20.00
21年3月期 ― 2.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 2.00 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   

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 187,000 3.9 6,500 △81.6 6,000 △81.8 4,000 △82.5 15.62

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、5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、5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 
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．上記業績見通しは、当社の経営者が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は様々な要因により大きく変動する可能性がありま
す。業績予想の前提条件その他の関連する事項については、4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参照ください。  

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  263,549,171株 20年3月期  263,549,171株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  7,388,220株 20年3月期  4,292,196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  257,771,140株 20年3月期第2四半期  261,873,637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世界経済を概観いたしますと、米国サブプライムローン問題に起因する金

融市場の混乱が先進国を中心に世界各国へ波及したことや、ドル安傾向が拡大したことにより、景気に不

透明感が一層高まりました。また、堅調な内需を背景に景気の拡大が続いた中国をはじめとする新興国経

済にも徐々に減速感があらわれ始めました。わが国経済におきましても、穀物や原油をはじめとする資源価

格の高騰による物価値上がりの影響で個人消費が弱含み、戦後 長となった景気回復傾向が途切れる結

果となりました。 
海運業界におきましては、外航不定期船市況は、当第２四半期連結累計期間前半は活発な中国向け鉄

鋼原料輸送等に支えられ堅調であったものの、６月以降徐々に軟化しました。一方、内航海運におきまして

は、燃料油価格高の影響等により、市況は低迷しました。 
このような情勢のもと、当社グループは全力をあげて積極的な営業活動や船隊整備を行い、効率的な配

船並びに運航に努めました。その結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高 1,121

億２百万円、営業利益 180 億 37 百万円、経常利益 180 億 87 百万円、四半期純利益 114 億 33 百万円を

計上することができました。 
 

なお、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。 

 
（海運業） 

海運業につきましては、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,119億56百万円、営業利益は179億54
百万円となりました。 
 

〔外航海運業〕 

専用船部門 
専用船部門は、国内外製鉄会社向けの鉄鉱石・石炭をケープ型（約13万重量トン超）にて輸送することを

主な事業としております。世界の粗鋼生産量は平成20年上半期（暦年）で、前年同期比38百万トン増の６億

95百万トンであり、その中でも引き続き世界一の生産量を記録した中国は、前年同期比23百万トン増の２億

62百万トンと大幅な伸びを示しました。一方、国内は、平成20年上半期（暦年）で前年同期比２百万トン増の

62百万トンと堅調に推移しました。運賃市況についても中国の鉄鉱石輸入をはじめ鉄鋼原料の海上荷動き

は活発で、概ね高水準を維持しました。 

このような状況のもと、国内だけでなく中国の製鉄会社も含めた安定荷主との長期契約による貨物輸送を

中心に、日本、中国、豪州、欧州、南米間のコンビネーション輸送も行い、効率運航に努めました結果、原

油高、修繕用鋼材高などに伴うコストの上昇や用船市況高を吸収し、所期の目標を達成することができまし

た。 

 

油送船部門 

油送船部門におきましては、10 万重量トン型タンカー１隻を保有し、国内荷主向けの長期契約により、所

期の目標どおりの収益を確保いたしました。 

また、本年１月より期間用船している30万重量トン型ダブルハルタンカーも同じ国内荷主と長期契約を結

んでおり、概ね所期の目標どおりの結果を残すことができました。 

 

不定期船部門 

中型不定期船分野(約４万重量トンから約 10 万重量トンまで)におきましては、石炭専用船とパナマックス

型(約７万重量トン)を中心とした国内電力会社向けの一般炭輸送、また、主にパナマックス型及びハンディ

マックス型(約５万重量トン)による国内製鉄会社向けの鉄鋼原料輸送やインド、豪州向けなど三国間の非鉄

鉱石・石炭輸送を中心に営業を展開しました。原材料輸送の需要は基本的に旺盛で、新造船供給量もそ

れほど多くないことから、市況は、当第２四半期連結累計期間前半は高値圏で推移しました。その後、北京

オリンピック開催前頃から中国向け原材料輸送は調整局面を迎え、市況も徐々に軟化に転じました。このよ

うな状況のもとで、効率的な配船・運航に努めました結果、所期の目標を上回る収益をあげることができまし

た。 

 

小型不定期船分野（約３万重量トンまで）におきましては、北米・豪州地域を中心とする遠洋水域では、昨

年より上昇した市況が引き続き高水準で推移いたしました。このような状況の下、北米向け鋼材輸送、北米
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からの肥料・木材輸送用等として競争力のある新造スモールハンディ型（約３万重量トン）の投入も行い、効

率的な配船・運航に努めました結果、所期の目標を上回る収益をあげることができました。 

また、東南アジア・中国地域を中心とする近海水域でも、総じて好調なマーケットに支えられ、ロシア・中

国積み一般炭、東南アジア向け鋼材等の安定的な輸送を行い、収益は所期の目標を達成いたしました。 

 

〔内航海運業〕 

内航部門 

内航部門では、石灰石、セメント、石炭の各専用船並びに一般貨物船により、石灰石、セメント、石炭、鋼

材、砕石、穀物、雑貨等を国内需要家向けに輸送しております。石灰石及びセメント専用船におきまして

は、公共事業の削減や住宅着工戸数減が原因で、セメント生産量・販売量は減少しましたが、諸経費等の

合理化に努めました。また、石炭専用船は順調に稼働いたしました。これらにより、専用船の収益は所期の

目標を達成することができました。一般貨物船におきましては、運賃は小幅な改善に留まり、効率的な配船・

運航に努めましたが、用船料の値上りや燃料油価格の大幅な高騰等が収益を圧迫し、所期の目標を達成

することができませんでした。 

 

 

（その他事業） 

当社グループでは、主力の海上輸送事業を支えるため、また事業多角化の一環として、船用品等商品販

売業、荷敷用木材販売業、不動産賃貸業等を営んでおります。当第２四半期連結累計期間の売上高は３

億 87 百万円、営業利益は 81 百万円となり、総じて所期の目標に沿い着実に運営されており、グループ経

営基盤の強化と効率性の追求に寄与しております。 

 

2．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

総資産は、前連結会計年度末に比べて３億38百万円増加し、1,204億52百万円となりました。流動資産

は32億26百万円減少し、一方、固定資産は35億64百万円増加となりました。これは主に設備投資による船

舶及び建設仮勘定の増加があるものの、主に法人税等の税金費用及び配当金の支払い並びに自己株式

の取得に伴う現金及び預金の減少によるものであります。 

 

（負債） 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて35億56百万円減少し、621億68百万円となりました。流動負債

は23億74百万円減少し、固定負債は11億82百万円減少となりました。これは、主に未払法人税等の支払い

による減少及び投資有価証券の時価の下落に伴う繰延税金負債の減少によるものであります。 

 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて38億95百万円増加し、582億84百万円となりました。これは、

自己株式の取得や配当金の支払い、為替変動による為替換算調整勘定の減少やその他有価証券評価差

額金の減少があるものの、好調な海運市況を反映した利益剰余金の増加によるものであります。 
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3．連結業績予想に関する定性的情報 

海運業を取り巻く環境は、昨年夏に表面化したサブプライム問題が今年９月に入って、米国政府系住宅

金融会社や大手保険会社への公的支援、大手証券会社の経営破綻と、ここに来て世界を巻き込んだ金融

危機へと発展し、さらには、世界の実体経済にまで波及し、景気の先行きは不透明な状態にあります。 

このような環境のなか、当社グループの主たる事業である外航不定期船市況も、Baltic 海運指数が５月に

史上 高値を記録しましたが、その後、急激かつ大幅に下落しており、今後の景気と同様に先行き不透明

な状態が続いているものの、中国向けの鉄鉱石輸送需要をはじめ、海上輸送の実需自体は底堅く、いずれ

実需を反映した市況レベルに回復すると見ております。 

しかしながら、期待される市況回復の速度が緩やかで、早期かつ大幅な回復が見込みにくいと判断した

こと、現状の市況レベルでは、フリー運航船（短期用船）のなかに赤字運航のものがあること、また、大型船

を中心に資材・人件費の高騰による修繕費の大幅なコストアップが第３及び第４四半期に集中して見込まれ

ることから、今後の見通しに関しても、第３四半期以降、対米ドル円換算率１ドル 100 円、トン当たりの日本に

おける燃料油価格（ボンド油 180cst 京浜補油ベース）420 ドルを前提として、平成 20 年度通期の連結業績

見通しを、売上高 1,870 億円、営業利益 65 億円、経常利益 60 億円、当期純利益 40 億円に、それぞれ下

方修正いたします。 

これらの状況を勘案した結果、誠に遺憾ながら、11 月４日の取締役会において、１株当たり２円の中間配

当の実施を決定し、期末配当予想も１株当たり２円に修正させていただきます。これにより年間配当金は１株

当たり４円を予定しております。 

当社グループは、今後とも、『Daiichi Vision 2010』に掲げた長期経営ビジョンに基づき、永続的な発展・

成長を達成しつつ配当体制永続を目指して邁進する所存でございますので、変わらぬご愛顧を賜りたくお

願い申しあげます。 

 

なお、この業績見通しは、当社の経営者が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づき算定さ

れたものでありますが、実際の業績は様々な要因により大きく変動する可能性があります。上述の為替レー

トや燃料油価格前提の変化以外に、当社グループの事業領域をとりまく企業の設備投資動向や個人消費

動向等の様々な経済情勢、海運業における船腹需給の変化や金利情勢等、業績に影響を与えうる様々な

要素が含まれていることをご承知おきください。 
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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 簡便な会計処理 

・一般債権の貸倒見積高の算定方法 

   当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

・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。 

・法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

する方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時

差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業

績予測やタックス・プラニングを利用する方法によっております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

 

(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の適用 

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の適用 

   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」（企業会計基準委員会 平成 18 年

７月５日 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、「先入先出法による原価法」から「先入

先出法による原価法（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。 

   ただし、当四半期会計期間末におきましては、収益性の低下が明らかなものがないため、簿価切下げ

を行っておりません。 

③ リース取引に関する会計基準等の適用 

所有権移転外ファイナンス･リース取引については、従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 19 年３月 30

日改正 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 19 年３月 30 日改正 企業会計基準適用指針第 16 号）が平成 20 年４月１日以後開始する連結会

計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１四半期連結会

計期間からこれらの会計基準等を適用し、平成 20 年４月１日以降に契約を締結したリース取引から、通

常の売買取引に係る会計処理によっております。 

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。 

これに伴う営業利益、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。 

④ 「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」の適用 

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」（企業会計基準委員会 平成 18 年５月 17 日 実務対応報告第 18 号）を適用しております。 

これによる連結決算上必要な修正はありません。 
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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：百万円） 

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 16,801 21,711 

受取手形及び営業未収金 12,682 13,349 

有価証券 15 215 

貯蔵品 5,928 4,546 

繰延及び前払費用 3,560 2,813 

代理店債権 1,370 1,292 

繰延税金資産 313 371 

その他 2,759 2,357 

貸倒引当金 △40 △41 

流動資産合計 43,391 46,617 

固定資産 

有形固定資産 

船舶（純額） 50,004 48,634 

その他（純額） 1,318 1,230 

建設仮勘定 15,595 11,567 

有形固定資産合計 66,918 61,431 

無形固定資産 162 139 

投資その他の資産 

投資有価証券 8,465 10,306 

繰延税金資産 127 119 

その他 1,432 1,506 

貸倒引当金 △45 △6 

投資その他の資産合計 9,979 11,925 

固定資産合計 77,060 73,496 

資産合計 120,452 120,114 
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（単位：百万円） 

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 9,447 8,711 

短期借入金 4,798 4,981 

未払法人税等 6,961 10,365 

繰延税金負債 11 5 

前受金 2,380 1,669 

賞与引当金 529 576 

その他 1,654 1,849 

流動負債合計 25,785 28,159 

固定負債 

長期借入金 31,147 31,474 

繰延税金負債 1,850 2,727 

退職給付引当金 1,252 1,165 

役員退職慰労引当金 469 526 

特別修繕引当金 977 839 

負ののれん 112 133 

その他 573 698 

固定負債合計 36,383 37,565 

負債合計 62,168 65,724 

純資産の部 

株主資本 

資本金 13,258 13,258 

資本剰余金 795 795 

利益剰余金 46,735 38,931 

自己株式 △4,675 △2,512 

株主資本合計 56,112 50,472 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 2,093 3,216 

繰延ヘッジ損益 23 8 

為替換算調整勘定 △480 190 

評価・換算差額等合計 1,637 3,415 

少数株主持分 533 502 

純資産合計 58,284 54,389 

負債純資産合計 120,452 120,114 
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 第２四半期連結累計期間 

(2)四半期連結損益計算書

（単位：百万円） 

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 112,102 

売上原価 90,877 

売上総利益 21,224 

一般管理費 3,186 

営業利益 18,037 

営業外収益 

受取利息 73 

受取配当金 131 

負ののれん償却額 21 

持分法による投資利益 27 

為替差益 179 

その他 38 

営業外収益合計 471 

営業外費用 

支払利息 328 

その他 92 

営業外費用合計 421 

経常利益 18,087 

特別利益 

用船契約解約金 231 

特別利益合計 231 

特別損失 

固定資産売却損 13 

貸倒引当金繰入額 39 

特別損失合計 52 

税金等調整前四半期純利益 18,266 

法人税、住民税及び事業税 6,938 

法人税等調整額 △151 

法人税等合計 6,786 

少数株主利益 46 

四半期純利益 11,433 
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(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円） 

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 18,266 

有形固定資産減価償却費 3,528 

受取利息及び受取配当金 △204 

支払利息 328 

持分法による投資損益（△は益） 4 

為替差損益（△は益） 153 

売上債権の増減額（△は増加） 633 

貯蔵品の増減額（△は増加） △1,399 

繰延及び前払費用の増減額（△は増加） △757 

仕入債務の増減額（△は減少） 787 

前受金の増減額（△は減少） 734 

その他 △299 

小計 21,776 

利息及び配当金の受取額 207 

利息の支払額 △348 

法人税等の支払額 △10,332 

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,302 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

短期投資の減少による収入 75 

有価証券の償還による収入 200 

有形固定資産の取得による支出 △10,219 

その他 △88 

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,032 

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 2,531 

長期借入金の返済による支出 △2,804 

自己株式の取得による支出 △2,163 

配当金の支払額 △3,615 

少数株主への配当金の支払額 △9 

その他 △22 

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,083 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,834 

現金及び現金同等物の期首残高 21,427 

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,592 
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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。 

 

 

(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) 
 

 
海運業 

（百万円） 

その他事業 

（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) セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

111,956

－

145

241

112,102

241

 

－ 

 

 

(  241) 

112,102

－

計 111,956 387 112,343 (  241) 112,102

営 業 利 益         17,954 81 18,036 0 18,037

(注)１．事業区分は売上集計区分によっております。 
２．海運業の主なものは、外・内航海上輸送オペレーター業及び船舶貸渡業であります。 
３．その他事業の主なものは、船用品等商品販売業及び不動産賃貸業であります。 

 

 

【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に占める「日本」の割合が90％を超えているため、記載を省略しております。 
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【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) 
 
 

アジア オセアニア 北米 
その他の 

地域 

 

計 

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 41,083 37,069 12,118 14,725 104,997

Ⅱ 連結売上高 （百万円）  112,102

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 36.6 33.1 10.8 13.1 93.6
  
(注)１．海外売上高の主なものは、外航に係る海運業収益であります。 

２．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 
（１）国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
（２）各区分に属する主な国又は地域 

ア ジ ア・・・インドネシア・中国 
オ セ ア ニ ア・・・オーストラリア・ニューカレドニア 
北 米・・・米国・カナダ 
その他の地域・・・ブラジル・南アフリカ 

 

 

(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。 
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【参考】 
  
   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（百万円） 
百分比

（％） 

Ⅰ 売上高 81,907 100.0

Ⅱ 売上原価 65,171 79.6

売上総利益 16,736 20.4

Ⅲ 一般管理費 2,715 3.3

営業利益 14,021 17.1

Ⅳ 営業外収益 

 １ 受取利息 107

 ２ 受取配当金 130

 ３ 負ののれん償却額 21

 ４ 持分法による投資利益 0

 ５ その他営業外収益 87

   営業外収益合計 348 0.4

Ⅴ 営業外費用 

 １ 支払利息 520

 ２ 為替差損 156

 ３ その他営業外費用 98

   営業外費用合計 775 0.9

経常利益 13,594 16.6

Ⅵ 特別利益 

 １ 船舶売却益 3,802

 ２ 特別修繕引当金取崩額 191

特別利益合計 3,993 4.9

Ⅶ 特別損失 

 １ 投資有価証券評価損 17

 ２ 事務所移転費用引当金繰入額 39

 ３ その他特別損失 5

特別損失合計 61 0.1

税金等調整前中間純利益 17,526 21.4

法人税、住民税及び事業税 5,433 6.6

   法人税等調整額 1,452 1.8

少数株主利益 2 0.0

中間純利益 10,638 13.0
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前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

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（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 １ 税金等調整前中間純利益 17,526

 ２ 有形固定資産減価償却費 3,507

 ３ 受取利息及び受取配当金 △238

 ４ 支払利息 520

 ５ 船舶売却損益（△利益） △3,802

 ６ 投資有価証券評価損 17

 ７ 事務所移転費用引当金繰入額 39

 ８ 持分法による投資損益（△利益） 22

 ９ 為替差損益（△差益） 46

 10 売上債権の減少額または増加額（△） △2,052

 11 貯蔵品の減少額または増加額（△） △860

 12 代理店債権の減少額または増加額（△） △157

 13 未収入金の減少額または増加額（△） △29

 14 立替金の減少額または増加額（△） 16

 15 仕入債務の増加額または減少額（△） 751

 16 前受金の増加額または減少額（△） 162

 17 預り金の増加額または減少額（△） 242

 18 退職給付引当金の増加額または減少額（△） △17

 19 役員退職慰労引当金の増加額または減少額（△） △122

 20 特別修繕引当金の増加額または減少額（△） △192

 21 その他 △142

小計 15,237

 22 利息及び配当金の受取額 226

 23 利息の支払額 △523

 24 法人税等の支払額 △3,054

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,886
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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（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 １ 有形固定資産の取得による支出 △7,411

 ２ 有形固定資産の売却による収入 4,221

 ３ その他 △306

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,496

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 １ 短期借入金の返済による支出 △400

 ２ 長期借入による収入 3,438

 ３ 長期借入金の返済による支出 △3,713

 ４ 配当金の支払額 △2,085

 ５ 少数株主への配当金支払 △9

 ６ その他 △108

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,878

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 5

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額または減少額（△） 5,517

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 14,211

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 19,729
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  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) 
 

 
海運業 

（百万円） 

その他事業 

（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) セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

81,755

－

151

202

81,907

202

 

－ 

 

 

(  202) 

81,907

－

計 81,755 354 82,110 (  202) 81,907

営 業 費 用         67,807 282 68,090 (  203) 67,886

営 業 利 益         13,948 71 14,020 0 14,021

(注)１．事業区分は売上集計区分によっております。 
２．海運業の主なものは、外・内航海上輸送オペレーター業及び船舶貸渡業であります。 
３．その他事業の主なものは、船用品等商品販売業及び不動産賃貸業であります。 

 

 

【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に占める「日本」の割合が90％を超えているため、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) 
 
 

アジア オセアニア 北米 
その他の 

地域 

 

計 

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 32,563 24,213 8,356 10,365 75,499

Ⅱ 連結売上高 （百万円）  81,907

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 39.8 29.6 10.2 12.6 92.2
  
(注)１．海外売上高の主なものは、外航に係る海運業収益であります。 

２．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 
（１）国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
（２）各区分に属する主な国又は地域 

ア ジ ア・・・インドネシア・中国 
オ セ ア ニ ア・・・オーストラリア・ニューカレドニア 
北 米・・・米国・カナダ 
その他の地域・・・ブラジル・南アフリカ 

 

 

第一中央汽船㈱　(9132)　平成21年3月期　第2四半期決算短信

15




