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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 114,033 ― 11,836 ― 12,671 ― 7,347 ―
20年3月期第2四半期 107,905 5.1 11,350 6.7 12,049 7.4 6,636 1.8

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 26.86 ―
20年3月期第2四半期 24.26 ―

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 287,292 236,780 82.4 865.56
20年3月期 284,447 232,841 81.8 851.13

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  236,744百万円 20年3月期  232,803百万円

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 ― ― ― 8.50 8.50
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 8.50 8.50

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 227,000 3.9 23,500 4.3 24,800 4.2 14,500 6.5 53.31

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 
1.連結の業績予想は、本資料発表時点において合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は今後の様々な要因により異なる結果となる可能性がありま
す。なお、上記の予想に関する事項は、３ページをご覧ください。 
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。  

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  274,345,675株 20年3月期  274,345,675株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  829,735株 20年3月期  822,310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  273,518,856株 20年3月期第2四半期  273,528,794株









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 17,387 13,169

受取手形及び営業未収金 39,757 39,842

有価証券 7,500 6,300

貯蔵品 344 328

その他 16,934 16,688

貸倒引当金 △91 △91

流動資産合計 81,833 76,236

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 97,965 96,183

土地 61,547 61,230

その他（純額） 17,638 21,109

有形固定資産合計 177,150 178,523

無形固定資産 6,343 6,373

投資その他の資産   

投資有価証券 13,255 15,109

その他 8,720 8,215

貸倒引当金 △11 △11

投資その他の資産合計 21,964 23,313

固定資産合計 205,459 208,210

資産合計 287,292 284,447

負債の部   

流動負債   

支払手形及び下払未払金 21,725 22,913

未払法人税等 5,206 4,876

賞与引当金 167 164

その他 9,738 9,682

流動負債合計 36,838 37,637

固定負債   

退職給付引当金 12,647 12,881

役員退職慰労引当金 30 29

船舶特別修繕引当金 11 11

その他 983 1,045

固定負債合計 13,673 13,968

負債合計 50,511 51,605



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,642 31,642

資本剰余金 26,854 26,854

利益剰余金 175,762 170,739

自己株式 △448 △442

株主資本合計 233,810 228,793

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,934 4,010

評価・換算差額等合計 2,934 4,010

少数株主持分 35 37

純資産合計 236,780 232,841

負債純資産合計 287,292 284,447



（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) 

作業収入 114,033

作業原価 94,745

作業総利益 19,288

販売費及び一般管理費 7,451

営業利益 11,836

営業外収益  

受取利息 72

受取配当金 384

持分法による投資利益 47

その他 338

営業外収益合計 844

営業外費用  

雑支出 8

営業外費用合計 8

経常利益 12,671

特別利益  

固定資産売却益 46

特別利益合計 46

特別損失  

固定資産除売却損 209

投資有価証券評価損 1

特別損失合計 211

税金等調整前四半期純利益 12,506

法人税、住民税及び事業税 5,070

法人税等調整額 88

法人税等合計 5,158

少数株主利益 0

四半期純利益 7,347



（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 12,506

減価償却費 5,338

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △234

受取利息及び受取配当金 △457

持分法による投資損益（△は益） △47

投資有価証券評価損益（△は益） 1

有形固定資産除売却損益（△は益） 163

売上債権の増減額（△は増加） 85

たな卸資産の増減額（△は増加） △16

仕入債務の増減額（△は減少） △1,187

その他 403

小計 16,555

利息及び配当金の受取額 480

法人税等の支払額 △4,712

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,323

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △4,520

固定資産の売却による収入 59

投資有価証券の取得による支出 △10

投資有価証券の売却による収入 57

貸付けによる支出 △14

貸付金の回収による収入 29

その他 △174

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,573

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △2,324

自己株式の増減額（△は増加） △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,330

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,418

現金及び現金同等物の期首残高 19,469

現金及び現金同等物の四半期末残高 24,887
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