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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 7,714 3.1 26 △69.5 △69 ― △80 ―
20年3月期第2四半期 7,481 18.8 88 ― 1 ― △45 ―

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 △13.39 ―
20年3月期第2四半期 △7.63 ―

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 14,053 3,507 24.9 583.69
20年3月期 9,785 3,640 37.2 605.80

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,507百万円 20年3月期  3,640百万円

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 ― 15.00 15.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 15.00 15.00

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 16,800 5.4 660 0.0 550 51.5 270 82.8 44.92

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  無  

(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）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」を適用しています。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います。 
 
（2）業績予想につきましては、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予想数値と異なる結
果となる可能性があります。 
 
業績予想の前提については、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。  

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  6,050,000株 20年3月期  6,050,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  41,205株 20年3月期  40,605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  6,009,275株 20年3月期第2四半期  6,010,469株

admi
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５．四半期連結財務諸表 
（１）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) 

海運業収益 2,592,710

海運業費用 2,433,170

海運業利益 159,540

貿易業収益 3,155,061

貿易業費用 2,996,413

貿易業利益 158,648

洋上給油事業収益 1,965,158

洋上給油事業費用 1,916,142

洋上給油事業利益 49,015

その他事業収益 2,063

その他事業費用 443

その他事業利益 1,620

営業総利益 368,824

販売費及び一般管理費 341,910

営業利益 26,914

営業外収益  

受取利息 26,013

受取配当金 3,120

デリバティブ評価益 48,268

その他 2,305

営業外収益合計 79,708

営業外費用  

支払利息 54,701

為替差損 35,321

有価証券評価損 1,064

持分法による投資損失 73,200

その他 11,752

営業外費用合計 176,040

経常損失（△） △69,417

特別利益  

貸倒引当金戻入額 14,919

特別利益合計 14,919

税金等調整前四半期純損失（△） △54,498

法人税、住民税及び事業税 5,991

法人税等調整額 20,011

法人税等合計 26,003

四半期純損失（△） △80,501



（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) 

海運業収益 1,437,404

海運業費用 1,319,807

海運業利益 117,596

貿易業収益 1,339,331

貿易業費用 1,303,957

貿易業利益 35,374

洋上給油事業収益 1,154,414

洋上給油事業費用 1,124,100

洋上給油事業利益 30,313

その他事業収益 1,027

その他事業費用 222

その他事業利益 805

営業総利益 184,090

販売費及び一般管理費 167,679

営業利益 16,411

営業外収益  

受取利息 24,417

受取配当金 195

その他 547

営業外収益合計 25,160

営業外費用  

支払利息 33,110

デリバティブ評価損 16,052

為替差損 9,771

有価証券評価損 3,583

持分法による投資損失 49,996

その他 2,727

営業外費用合計 115,240

経常損失（△） △73,668

特別利益  

貸倒引当金戻入額 4,959

特別利益合計 4,959

税金等調整前四半期純損失（△） △68,709

法人税、住民税及び事業税 5,492

法人税等調整額 △4,805

法人税等合計 687

四半期純損失（△） △69,396



（２）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 1,304,313 1,014,469

受取手形・海運業未収金及び売掛金 2,872,756 3,209,534

有価証券 56,286 57,311

商品 797,694 1,077,294

貯蔵品 507,418 384,022

立替金 773,428 785,268

前渡金 1,241,741 92,796

繰延税金資産 19,692 48,601

その他 702,844 243,476

貸倒引当金 △2,566 △17,024

流動資産合計 8,273,609 6,895,751

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 4,689,804 740,834

建物及び構築物（純額） 195,092 200,195

その他（純額） 11,434 10,897

土地 315,784 315,784

建設仮勘定 － 1,041,100

有形固定資産合計 5,212,115 2,308,811

無形固定資産 8,789 13,474

投資その他の資産   

投資有価証券 165,507 166,286

長期貸付金 215,817 237,402

繰延税金資産 73,611 62,900

その他 106,998 101,470

貸倒引当金 △2,846 △807

投資その他の資産合計 559,086 567,252

固定資産合計 5,779,991 2,889,539

資産合計 14,053,601 9,785,291



（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   

海運業未払金及び買掛金 1,119,463 1,265,701

1年内償還予定の社債 430,000 330,000

短期借入金 3,315,228 1,365,626

前受収益 86,347 1,344

未払法人税等 8,275 217,259

賞与引当金 14,930 23,190

役員賞与引当金 3,000 10,000

その他 542,101 423,816

流動負債合計 5,519,345 3,636,938

固定負債   

社債 1,005,000 770,000

長期借入金 3,567,780 1,298,520

退職給付引当金 164,962 154,945

役員退職慰労引当金 105,613 98,273

その他 183,625 186,096

固定負債合計 5,026,980 2,507,834

負債合計 10,546,326 6,144,773

純資産の部   

株主資本   

資本金 890,000 890,000

資本剰余金 961,593 961,593

利益剰余金 1,683,216 1,853,859

自己株式 △14,167 △13,986

株主資本合計 3,520,642 3,691,465

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 39,607 40,069

繰延ヘッジ損益 △91,487 △110,736

為替換算調整勘定 38,513 19,719

評価・換算差額等合計 △13,367 △50,947

純資産合計 3,507,274 3,640,517

負債純資産合計 14,053,601 9,785,291



（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 △54,498

減価償却費 212,150

持分法による投資損益（△は益） 73,200

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,419

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,260

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,017

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,340

受取利息及び受取配当金 △29,133

支払利息 54,701

有価証券評価損益（△は益） 1,064

デリバティブ評価損益（△は益） △48,268

為替差損益（△は益） 14,009

売上債権の増減額（△は増加） 334,038

たな卸資産の増減額（△は増加） 156,205

前渡金の増減額（△は増加） △1,148,945

仕入債務の増減額（△は減少） △138,549

その他 61,855

小計 △522,492

利息及び配当金の受取額 28,088

利息の支払額 △55,306

法人税等の支払額 △212,525

営業活動によるキャッシュ・フロー △762,236

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 △3,118,458

貸付けによる支出 △353,996

貸付金の回収による収入 72,818

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,399,637

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） 1,748,000

長期借入れによる収入 3,265,600

長期借入金の返済による支出 △794,738

社債の発行による収入 500,000

社債の償還による支出 △165,000

配当金の支払額 △89,707

その他 △180

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,463,973

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,255

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 289,843

現金及び現金同等物の期首残高 852,479

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,142,323
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