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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 112,451 ― 15,459 ― 14,467 ― 9,219 ―

20年3月期第3四半期 97,421 25.0 16,902 75.5 16,947 83.3 13,081 136.1

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3四半期 56.93 ―

20年3月期第3四半期 80.78 ―

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3四半期 117,976 46,687 38.1 277.52
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3四半期  44,936百万円 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

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 133,000 0.8 10,600 △53.0 10,500 △52.0 7,200 △55.2 44.46

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、2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、2、3ページ【定性的情報・財務諸表】4.その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

*業務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3四半期  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3四半期  76,340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3四半期  161,927,215株 20年3月期第3四半期  161,932,547株

Y-Usami
社旗スタンプ



   

  当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日までの９ヶ月間)の世界経済は、夏場までは

堅調であったものの、９月の米国大手証券会社の経営破綻をきっかけに金融不安が一気に高まり、世界規模の金融危

機へと発展し、実体経済を巻き込んだ世界同時不況の様相を呈し、現在に至っております。   

 外航海運市況は、７月までは好調でしたが８月に入って中国の原料調達の停滞、資源大手企業による鉄鉱石出荷の

制限等により市況が軟化し、さらに９月以降は世界的な景気減速に伴う鉄鉱石や石炭の荷動きの鈍化により大幅に下

落しました。またタンカー市況は当期間前半は高水準で推移したものの、後半には船舶の供給増加やOPECの生産量削

減等により軟化しました。 

 船舶の燃料油価格は７月をピークに、12月まで継続して下落しました。また当期間の平均為替レートは１ドル103

円89銭で、前年同期比13円67銭の円高となり収益悪化要因となりました。  

 このような事業環境下、当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)の連結売上高の約85%を占める外航

海運業では、当期間前半は７万重量トン型以下の船種が好市況に恵まれ収益向上に貢献したものの、後半は全船種で

市況が低迷したため収益が悪化し、約15%を占める内航海運業では当期間後半に関連荷主企業の減産に伴う鋼材輸送

等の需要低迷により収益が悪化しました。その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比15.4％増の

1,124億51百万円、営業利益は同8.5％減の154億59百万円、経常利益は同14.6％減の144億67百万円、四半期純利益は

同29.5％減の92億19百万円となりました。 

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ97億23百万円増加の1,179億76百万円となりま

した。このうち流動資産は５億91百万円の増加、固定資産は船舶５隻の取得や今後の船隊整備に伴う投資等により、

91億32百万円の増加となりました。  

 負債合計は前連結会計年度末に比べ、101億89百万円増加の712億89百万円となりましたが、これは主として船舶設

備投資のための借入金の増加が短期・長期を合わせて91億84百万円増加したことによります。 

   純資産合計は利益剰余金が64億66百万円増加したものの、評価・換算差額が69億85百万円減少したことなどにより

  前連結会計年度末に比べ４億66百万円減少の466億87百万円となりました。 

  

 第４四半期につきましては、世界的な金融危機の実体経済への影響が今後さらに本格化すると予想され、世界経済

の落ち込みは一段と厳しさを増すことが考えられます。そのため輸送需要も低迷し外航海運市況は厳しい状況が続く

と思われます。また、船員費・修繕費といった船舶コストの高止まりや円高傾向等の先行き懸念材料も増えていま

す。このような事業環境下、海運市況の早急な回復は見込みにくいものの、前回発表予想時よりも悪化する可能性は

低いと考えられ、通期の連結業績予想数値は据え置き、売上高1,330億円、営業利益106億円、経常利益105億円、当

期純利益72億円を見込んでおります。なお、これは第４四半期の対米ドル円換算率を１ドル=90円、燃料油価格を内

地C重油価格トン当たり250ドルを前提としております。 

  

該当事項はありません。 

   

①定率法を採用している固定資産については、連結会計期間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。 

②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・プラン

ニングを利用する方法によっております。 

  

定性的情報・財務諸表等 

※定性的情報における｢前年同期比の金額・増減率｣につきましては、参考として記載しております。

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 

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 

①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たな卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法によっておりましたが、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)が適用されたことに伴い、主として先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下 

  に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前四 

  半期純利益は、それぞれ５億82百万円減少しています。 

③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、連結決算上必要な修正を行っ 

  ております。これによる損益への影響はありません。 

  



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 11,223 7,048

受取手形及び営業未収金 11,354 12,599

短期貸付金 － 7,496

たな卸資産 1,971 3,155

前払費用 3,453 2,986

繰延税金資産 3,334 882

その他流動資産 7,010 3,590

貸倒引当金 △22 △24

流動資産合計 38,323 37,732

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 60,175 48,179

建物（純額） 518 150

土地 559 390

建設仮勘定 10,490 11,631

その他有形固定資産（純額） 454 535

有形固定資産合計 72,196 60,885

無形固定資産 463 568

投資その他の資産   

投資有価証券 4,464 7,442

繰延税金資産 1,467 518

その他長期資産 1,065 1,110

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 6,994 9,068

固定資産合計 79,653 70,521

資産合計 117,976 108,253



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 5,349 6,016

短期借入金 8,751 7,219

未払費用 317 208

未払法人税等 2,109 5,739

繰延税金負債 60 426

前受金 1,531 1,856

賞与引当金 82 399

役員賞与引当金 18 105

その他流動負債 10,093 3,489

流動負債合計 28,310 25,457

固定負債   

長期借入金 38,209 30,557

繰延税金負債 2,775 2,846

退職給付引当金 959 981

特別修繕引当金 710 831

その他固定負債 326 428

固定負債合計 42,979 35,643

負債合計 71,289 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 44,304 37,838

自己株式 △23 △22

株主資本合計 52,401 45,936

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △287 1,085

繰延ヘッジ損益 △5,317 △1,112

為替換算調整勘定 △1,861 △453

評価・換算差額等合計 △7,465 △480

少数株主持分 1,751 1,697

純資産合計 46,687 47,153

負債純資産合計 117,976 108,253



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高  

海運業収益及びその他の営業収益 112,451

売上原価  

海運業費用及びその他の営業費用 93,253

売上総利益 19,198

一般管理費 3,739

営業利益 15,459

営業外収益  

受取利息 167

受取配当金 196

持分法による投資利益 125

その他営業外収益 44

営業外収益合計 532

営業外費用  

支払利息 663

為替差損 458

支払手数料 183

その他営業外費用 220

営業外費用合計 1,524

経常利益 14,467

特別利益  

固定資産売却益 765

特別修繕引当金取崩額 6

特別利益合計 771

特別損失  

投資有価証券評価損 162

特別損失合計 162

税金等調整前四半期純利益 15,076

法人税等 5,668

少数株主利益 189

四半期純利益 9,219



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 15,076

減価償却費 4,688

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2

賞与引当金の増減額（△は減少） △317

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △87

特別修繕引当金の増減額（△は減少） △121

受取利息及び受取配当金 △363

支払利息 663

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） △723

投資有価証券評価損益（△は益） 162

持分法による投資損益（△は益） △125

営業債権の増減額（△は増加） 1,245

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,184

営業債務の増減額（△は減少） △667

その他 △3,116

小計 17,497

利息及び配当金の受取額 363

利息の支払額 △674

法人税等の支払額 △9,610

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,576

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） △160

有形及び無形固定資産の取得による支出 △18,620

有形及び無形固定資産の売却による収入 999

投資有価証券の取得による支出 △1,062

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,163

短期貸付金の増減額（△は増加） 7,496

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,184

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） 1,030

長期借入れによる収入 12,481

長期借入金の返済による支出 △3,973

自己株式の取得による支出 △1

配当金の支払額 △2,755

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 6,720

現金及び現金同等物に係る換算差額 △96

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,016

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 10,568



 「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。 

  

 該当事項はありません。 

  

  当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 当社及び連結子会社の営んでいる事業のうち、支配的なセグメントである海上運送業の売上高及び営業損益の

金額が全体の売上高及び営業損益の金額のいずれも90％超であり、かつ海上運送業以外には、売上高及び営業損

益の金額が10％以上となるセグメントがないので、記載を省略しております。 

  

  当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  本国以外の国に所在する連結子会社の売上高の合計額が全体の売上高の10％に達していないので、記載を省略

しております。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 （注）１．国または地域の区分は、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または地域 

(1）アジア…中国・インドネシア・インド 

(2）北米・南米…米国・カナダ・ブラジル・チリ 

(3）豪州・オセアニア…豪州・パプアニューギニア 

(4）中近東…サウジアラビア・アラブ首長国連邦 

(5）その他…南アフリカ・欧州各国 

３．海外売上高のうち、主なものは外航海運業収益であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

a.〔事業の種類別セグメント情報〕 

b.〔所在地別セグメント情報〕 

c.〔海外売上高〕 

  アジア 北米・南米
豪州・

オセアニア
中近東 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 24,166 32,233 28,597 5,357 5,165 95,518 

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  － －  －   － 112,451 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
21.5  28.6 25.4  4.8  4.6  84.9 

（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。 

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

  

科目 

前年第3四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 97,421 

Ⅱ 売上原価 76,804 

売上総利益 20,617 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,715 

営業利益 16,902 

Ⅳ 営業外収益 640 

Ⅴ 営業外費用 595 

経常利益 16,947 

Ⅵ 特別利益 4,502 

税金等調整前四半期純利益 21,449 

税金費用 8,088 

少数株主利益  280 

四半期純利益 13,081 
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