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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 26,681 4.9 628 △12.4 540 △12.2 122 △37.8

20年3月期第2四半期 25,431 4.7 717 51.7 615 74.8 197 △68.7

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 9.77 ―

20年3月期第2四半期 15.69 ―

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 57,205 13,845 19.5 887.00
20年3月期 57,067 13,996 19.9 901.97

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  11,143百万円 20年3月期  11,333百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 5.00

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  無  
 

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 53,000 3.7 1,700 13.4 1,500 24.2 600 55.6 47.76

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、３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。 
 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、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。   

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  12,739,696株 20年3月期  12,739,696株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  176,005株 20年3月期  174,080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  12,565,139株 20年3月期第2四半期  12,567,459株
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当第２四半期のわが国経済は、前期及び当第１四半期より引続くサブプライム問題に端を発する米国経
済の減速、原油をはじめとする資源価格の高騰および不安定な株式・為替相場の状況等の影響を受け、個
人消費も横ばいと景気先行きに不透明感が増しております。輸出は頭打ちとなり、このような状況の下、
当社グループは急激な燃料油価格の上昇により海運事業において運航コストの増加となったものの、燃料
油価格変動調整金制度における収受率の改善及び定時出航による燃料油消費削減に努めたこと等により、
収益の大幅減は避けることができましたが、ホテル事業においては景気不安から集客減となりました。不
動産事業は外的影響は少なく継続して安定した収益の確保が出来ました。 

「海運事業」 
燃料油価格高騰に伴う顧客の輸送コスト削減による輸送ルート変更の影響はあったものの、海運業収益は
前第２四半期連結累計期間比1,339百万円増（5.6％増）の25,361百万円となり、営業費用は燃料油価格高
騰の影響により前第２四半期連結累計期間比1,382百万円増（5.9％増）の24,883百万円となったため、営
業利益は前第２四半期連結累計期間比42百万円減（8.2％減)の477百万円となりました。 

「ホテル事業」 
景気先行き不安から、北海道地域への観光客の減が影響し、売上高は前第２四半期連結累計期間比170百
万円減（14.8％減）の984百万円となり、営業コストの削減に努めたものの営業費用は前第２四半期連結
累計期間比122百万円減（11.5％減）の945百万円となったため、営業利益は前第２四半期連結累計期間比
47百万円減（54.8％減）の39百万円となりました。 

「不動産事業」 
新規賃貸物件もあり売上高は前第２四半期連結累計期間比81百万円増（31.7％増）の336百万円となり、
営業費用は前第２四半期連結累計期間比79百万円増（54.7％増）の224百万円となったため、営業利益は
前第２四半期連結累計期間並の112百万円と安定した業績を継続しております。 
以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は26,681百万円（前第２四半期連結累計期間比1,250百
万円増 4.9％増）、営業利益は628百万円（前第２四半期連結累計期間比88百万円減 12.4％減）となりま
した。 

  

（資産） 
流動資産は、前連結会計年度末並の17,680百万円となりました。これは現金及び預金が671百万円減少
し、受取手形及び売掛金が521百万円増加、貯蔵品が117百万円増加したことなどによります。 
固定資産も前連結会計年度並の39,480百万円となりました。これは建設仮勘定が530百万円増加、投資有
価証券が109百万円増加したことと船舶が380百万円減少したことなどによります。 
  
（負債） 

流動負債は前連結会計年度末に比べて2.5％増加し、18,479百万円となりました。これは支払手形及び売
掛金が392百万円、短期借入金が319百万円がそれぞれ増加したことと、１年内返済予定の長期借入金が
359百万円減少したことなどによります。 
固定負債は、前連結会計年度末に比べて0.6％減少し、24,880百万円となりました。これは社債が269百万
円、長期借入金が324百万円増加し、長期未払金が463百万円、繰延税金負債が196百万円それぞれ減少し
たことなどによります。 
  
（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.1％減少し、13,845百万円となりました。これは、その他有
価証券評価差額金が248百万円減少し、利益剰余金が59百万円増加したことなどによります。 

  

平成20年10月31日に業績予想の修正を行っております。 
第２四半期連結累計期間における当社及び当社グループは急速な原油高騰に伴い、運航船舶及び運航車

輌の燃料費が急激に上昇し、また、国内貨物の荷動きが定期・不定期航路とも低調に推移したため、海運
業及び港湾荷役等の燃料油価格変動調整金を除いた売上が伸び悩みましたが、燃料油価格変動調整金制度
における収受率の改善及び定時出航による燃料油消費削減に努めたことと、７月初旬からの原価価格の急
激な下落に伴い、連結業績の大幅な改善が予想されるため、業績予想を修正いたしました。 

今後何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

・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

栗林商船株式会社　（9171）　平成21年3月期　第2四半期決算短信

－2－



該当事項はありません。 
  

固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間

按分して算定しております。 

なお、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、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、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、前連結会計年度決算において使用した将来の

業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

四半期財務諸表に関する会計基準 

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)

(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 5,654,728 6,326,405 

受取手形及び売掛金 10,635,818 10,114,321 

商品 16,963 18,375 

製品 38,739 39,476 

原材料 5,071 5,908 

貯蔵品 372,265 254,433 

繰延税金資産 254,107 209,212 

未収入金 328,600 374,943 

その他 404,472 360,817 

貸倒引当金 △30,324 △27,413 

流動資産合計 17,680,443 17,676,480 

固定資産 

有形固定資産 

船舶 18,313,562 17,930,623 

減価償却累計額 △7,896,257 △7,133,192 

船舶（純額） 10,417,304 10,797,431 

建物及び構築物 20,026,234 19,893,334 

減価償却累計額 △13,787,829 △13,571,703 

建物及び構築物（純額） 6,238,405 6,321,630 

機械装置及び運搬具 8,047,602 7,971,555 

減価償却累計額 △6,948,385 △6,714,545 

機械装置及び運搬具（純額） 1,099,217 1,257,010 

土地 6,780,244 6,780,244 

建設仮勘定 533,110 2,846 

その他 1,534,356 1,520,375 

減価償却累計額 △1,279,361 △1,293,195 

その他（純額） 254,995 227,180 

有形固定資産合計 25,323,278 25,386,344 

無形固定資産 

借地権 1,033,258 1,033,258 

ソフトウエア 85,304 92,592 

のれん 371,306 382,094 

その他 27,319 16,791 

無形固定資産合計 1,517,189 1,524,737 

投資その他の資産 

投資有価証券 10,951,616 10,841,674 

長期貸付金 11,362 9,379 

繰延税金資産 535,176 522,293 

保険積立金 643,223 606,825 

その他 535,698 502,622 

貸倒引当金 △36,990 △36,970 

投資その他の資産合計 12,640,088 12,445,824 

固定資産合計 39,480,555 39,356,906 

繰延資産 

社債発行費 44,082 34,019 

繰延資産合計 44,082 34,019 

資産合計 57,205,081 57,067,405 
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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 

支払手形及び買掛金 7,255,294 6,862,962 

短期借入金 5,854,640 5,535,105 

1年内返済予定の長期借入金 1,803,886 2,163,405 

1年内期限到来予定のその他の固定負債 956,292 964,874 

1年内償還予定の社債 1,036,168 959,500 

未払法人税等 370,206 272,087 

賞与引当金 392,388 380,695 

その他 810,626 896,442 

流動負債合計 18,479,503 18,035,072 

固定負債 

社債 4,451,832 4,182,000 

長期借入金 6,477,129 6,153,118 

長期未払金 6,676,172 7,139,604 

繰延税金負債 2,848,494 3,044,937 

退職給付引当金 2,168,462 2,210,143 

役員退職慰労引当金 641,822 627,833 

負ののれん 1,210,027 1,250,572 

その他 406,379 427,664 

固定負債合計 24,880,320 25,035,873 

負債合計 43,359,824 43,070,946 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,215,035 1,215,035 

資本剰余金 896,174 896,174 

利益剰余金 5,842,164 5,782,505 

自己株式 △45,770 △45,203 

株主資本合計 7,907,603 7,848,512 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 3,236,338 3,485,337 

評価・換算差額等合計 3,236,338 3,485,337 

少数株主持分 2,701,315 2,662,609 

純資産合計 13,845,257 13,996,459 

負債純資産合計 57,205,081 57,067,405 
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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 26,681,926 

売上原価 22,861,089 

売上総利益 3,820,837 

販売費及び一般管理費 3,192,034 

営業利益 628,803 

営業外収益 

受取利息 8,926 

受取配当金 127,650 

負ののれん償却額 40,544 

その他営業外収益 42,880 

営業外収益合計 220,001 

営業外費用 

支払利息 274,973 

その他営業外費用 33,376 

営業外費用合計 308,350 

経常利益 540,454 

特別利益 

固定資産処分益 990 

保険差益 935 

その他特別利益 16 

特別利益合計 1,942 

特別損失 

固定資産処分損 3,053 

投資有価証券評価損 87,805 

その他特別損失 11,253 

特別損失合計 102,112 

税金等調整前四半期純利益 440,284 

法人税、住民税及び事業税 345,346 

法人税等調整額 △79,443 

法人税等合計 265,903 

少数株主利益 51,657 

四半期純利益 122,723 
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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 13,751,492 

売上原価 11,651,703 

売上総利益 2,099,788 

販売費及び一般管理費 1,533,813 

営業利益 565,975 

営業外収益 

受取利息 4,331 

受取配当金 8,102 

負ののれん償却額 20,272 

その他営業外収益 2,634 

営業外収益合計 35,341 

営業外費用 

支払利息 138,285 

その他営業外費用 20,320 

営業外費用合計 158,606 

経常利益 442,710 

特別利益 

固定資産処分益 204 

保険差益 935 

その他特別利益 7 

特別利益合計 1,146 

特別損失 

固定資産処分損 2,402 

投資有価証券評価損 47,707 

その他特別損失 7,942 

特別損失合計 58,051 

税金等調整前四半期純利益 385,805 

法人税、住民税及び事業税 233,966 

法人税等調整額 △79,706 

法人税等合計 154,260 

少数株主利益 66,875 

四半期純利益 164,669 
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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 440,284 

減価償却費 1,309,911 

のれん償却額 10,788 

負ののれん償却額 △40,544 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,930 

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,693 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △41,680 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,989 

受取利息及び受取配当金 △136,576 

支払利息 274,973 

固定資産処分損益（△は益） 2,062 

投資有価証券評価損益（△は益） 87,805 

売上債権の増減額（△は増加） △525,066 

たな卸資産の増減額（△は増加） △114,846 

仕入債務の増減額（△は減少） 386,986 

その他 △125,156 

小計 1,557,552 

利息及び配当金の受取額 136,576 

利息の支払額 △268,845 

法人税等の支払額 △230,348 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,194,935 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有形固定資産の取得による支出 △1,214,414 

有形固定資産の売却による収入 311 

無形固定資産の取得による支出 △17,168 

投資有価証券の取得による支出 △622,059 

その他 △15,325 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,868,656 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 1,140,230 

短期借入金の返済による支出 △820,695 

長期借入れによる収入 1,080,000 

長期借入金の返済による支出 △1,115,508 

長期未払金の返済による支出 △472,013 

社債の発行による収入 733,241 

社債の償還による支出 △403,500 

自己株式の取得による支出 △567 

配当金の支払額 △63,065 

少数株主への配当金の支払額 △14,891 

財務活動によるキャッシュ・フロー 63,230 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18,404 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △628,895 

現金及び現金同等物の期首残高 6,154,573 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,525,678 
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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。 

  

当第２四半期連結会計期間（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。 

  

〔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）      
（単位：千円） 

 
  

（注）1.事業区分の方法 
    日本産業標準分類を参考に、役務の種類・性質の類似性を考慮して区分しております。 
   2.各区分に属する主要な事業・役務の名称 
    海運事業・・・・・内航海運事業、外航海運事業、一般旅客フェリー事業、港湾運送事業の 
             海運周辺事業 
    ホテル事業・・・・北海道地区におけるリゾートホテル事業 
    不動産事業・・・・不動産の賃貸・管理事業 
   3.営業費用の共通費はすべてセグメント別に配賦しております。 

 〔事業の所在地別セグメント情報〕 

  当第２四半期連結累計期間において、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 

  超えるため所在地別セグメントの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において、海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省 

  略しております。 

  

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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

海運事業 ホテル事業 不動産事業 計 消去又は全社 連結

売上高

 (1)外部顧客に対する売上高 25,361,113 984,550 336,263 26,681,926 - 26,681,926

 (2)セグメント間の内部売上高 
      又は振替高 - - - - - -

計 25,361,113 984,550 336,263 26,681,926 - 26,681,926

営業利益 477,313 39,426 112,062 628,803 - 628,803

(6) 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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近における四半期毎の業績の推移（連結） 
平成21年３月期 

 
  

平成20年３月期 

参 考

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

20年４月～20年6月 20年7月～20年９月 20年10月～20年12月 21年１月～21年３月

百万円 百万円 百万円 百万円

売  上  高 12,930 13,751

営 業 利 益 62 565

経 常 利 益 97 442

税金等調整前四半期純利益 54 385

  四半期純利益又は 
純損失（△）

△ 41 164

 １株当たり四半期純利益
又は純損失(△）

円 円 円 円

△ 3.34 13.11

百万円 百万円 百万円 百万円

総  資  産 58,256 57,205

純  資  産 14,933 13,845

円 円 円 円

１株当たり純資産 976.73 887.00

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

19年４月～19年6月 19年7月～19年９月 19年10月～19年12月 20年１月～20年３月

百万円 百万円 百万円 百万円

売  上  高 12,637 12,793 13,188 12,507

営 業 利 益 196 521 438 342

経 常 利 益 232 382 381 210

税金等調整前四半期純利益 229 426 554 47

四半期純利益又は 
純損失（△）

31 166 462 △ 273

１株当たり四半期純利益 
又は純損失（△）

円 円 円 円

2.48 13.21 36.77 △ 21.78

百万円 百万円 百万円 百万円

総  資  産 64,024 61,577 59,329 57,067

純  資  産 16,548 15,803 15,307 13,996

円 円 円 円

１株当たり純資産 1,097.12 1,041.85 994.07 901.97
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