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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 79,784 ― 14,047 ― 13,779 ― 9,321 ―

20年3月期第2四半期 62,657 23.0 10,948 100.8 10,913 108.3 9,472 194.1

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 57.56 ―

20年3月期第2四半期 58.49 ―

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 125,569 52,768 40.7 315.48
20年3月期 108,253 47,153 42.0 280.72

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  51,084百万円 20年3月期  45,456百万円

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 ― 7.00 ― 9.00 16.00
21年3月期 ― 8.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 8.00 16.00

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 144,000 9.1 20,900 △7.4 20,600 △5.8 13,300 △17.3 82.14

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、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧下さい。  

(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、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧下さい。  

(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）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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としていま
す。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果とな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、2、3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下さい。 
（2）「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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

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  162,000,000株 20年3月期  162,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  74,147株 20年3月期  70,649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  161,928,342株 20年3月期第2四半期  161,933,830株

Y-Usami
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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 8,319 7,048

受取手形及び営業未収金 15,257 12,599

短期貸付金 4,499 7,496

たな卸資産 4,154 3,155

前払費用 3,919 2,986

繰延税金資産 1,476 882

その他流動資産 5,767 3,590

貸倒引当金 △23 △24

流動資産合計 43,368 37,732

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 59,808 48,179

建物（純額） 570 150

土地 734 390

建設仮勘定 12,269 11,631

その他有形固定資産（純額） 481 535

有形固定資産合計 73,862 60,885

無形固定資産 499 568

投資その他の資産   

投資有価証券 5,705 7,442

繰延税金資産 1,078 518

その他長期資産 1,059 1,110

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 7,840 9,068

固定資産合計 82,201 70,521

資産合計 125,569 108,253



（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   

支払手形及び営業未払金 8,250 6,016

短期借入金 8,541 7,219

未払費用 174 208

未払法人税等 5,612 5,739

繰延税金負債 5 426

前受金 1,500 1,856

賞与引当金 378 399

役員賞与引当金 12 105

その他流動負債 4,872 3,489

流動負債合計 29,344 25,457

固定負債   

長期借入金 38,874 30,557

繰延税金負債 2,521 2,846

退職給付引当金 949 981

特別修繕引当金 788 831

その他固定負債 325 428

固定負債合計 43,457 35,643

負債合計 72,801 61,100

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,100 8,100

資本剰余金 20 20

利益剰余金 45,702 37,838

自己株式 △23 △22

株主資本合計 53,799 45,936

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 447 1,085

繰延ヘッジ損益 △2,204 △1,112

為替換算調整勘定 △958 △453

評価・換算差額等合計 △2,715 △480

少数株主持分 1,684 1,697

純資産合計 52,768 47,153

負債純資産合計 125,569 108,253



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（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  

海運業収益及びその他の営業収益 79,784

売上原価  

海運業費用及びその他の営業費用 63,241

売上総利益 16,543

一般管理費 2,496

営業利益 14,047

営業外収益  

受取利息 115

受取配当金 139

為替差益 120

持分法による投資利益 65

その他営業外収益 36

営業外収益合計 475

営業外費用  

支払利息 396

支払手数料 183

その他営業外費用 164

営業外費用合計 743

経常利益 13,779

特別利益  

固定資産売却益 529

特別修繕引当金取崩額 6

特別利益合計 535

特別損失  

投資有価証券評価損 117

特別損失合計 117

税金等調整前四半期純利益 14,197

法人税等 4,786

少数株主利益 90

四半期純利益 9,321



（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 14,197

減価償却費 2,960

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1

賞与引当金の増減額（△は減少） △21

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △93

特別修繕引当金の増減額（△は減少） △43

受取利息及び受取配当金 △254

支払利息 396

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） △529

投資有価証券評価損益（△は益） 117

持分法による投資損益（△は益） △65

営業債権の増減額（△は増加） △2,658

たな卸資産の増減額（△は増加） △999

営業債務の増減額（△は減少） 2,234

その他 △2,686

小計 12,555

利息及び配当金の受取額 254

利息の支払額 △407

法人税等の支払額 △5,648

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,754

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △180

有形及び無形固定資産の取得による支出 △17,327

有形及び無形固定資産の売却による収入 592

投資有価証券の取得による支出 △1,060

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,163

貸付金の回収による収入 2,996

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,816

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

長期借入れによる収入 11,185

長期借入金の返済による支出 △2,285

自己株式の取得による支出 △1

配当金の支払額 △1,457

少数株主への配当金の支払額 △62

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,180

現金及び現金同等物に係る換算差額 △26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,092

現金及び現金同等物の期首残高 6,552

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,644
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