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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 151,592 ― 9,445 ― 8,704 ― 4,995 ―
20年3月期第3四半期 130,871 55.9 25,946 192.1 25,413 193.0 17,905 249.0

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 19.42 ―
20年3月期第3四半期 68.38 ―

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 122,322 49,395 39.9 190.65
20年3月期 120,114 54,389 44.9 207.85

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  48,826百万円 20年3月期  53,887百万円

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  有   

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 ― 6.00 ― 14.00 20.00
21年3月期 ― 2.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 2.00

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 185,000 2.8 △2,000 ― △2,500 ― △2,000 ― △7.81

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、5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、5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.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。 
2.上記業績見通しは、当社の経営者が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は様々な要因により大きく変動する可能性がありま
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、4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ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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  263,549,171株 20年3月期  263,549,171株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  7,439,465株 20年3月期  4,292,196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  257,278,121株 20年3月期第3四半期  261,842,560株
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【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 

当第３四半期連結累計期間の世界経済を概観いたしますと、米国サブプライムローン問題に起因する金

融市場の混乱が第３四半期以降一気に顕在化し、かつ世界各国へ波及いたしました。その結果、各国で株

価や不動産価格が下落し、また、企業の設備投資や個人消費が急速に減少するなど、年末にかけて世界

経済は減速傾向をますます強めました。たとえば、世界規模で自動車の販売台数が急激に落ち込み、米

国・欧州・日本等の全ての自動車会社が軒並み生産台数を大幅に減らすと発表するにいたり、波及的に世

界の鉄鋼生産が減産方向に向かうなど実体経済も、ますます不透明になってきております。 
 
海運業界におきましても、外航不定期船市況は、第２四半期連結累計期間前半までは活発な中国向け

鉄鋼原料輸送等に支えられ堅調に推移し、外航不定期船市況の指標である Baltic 海運指数（ＢＤＩ）が 5 月

に史上 高値(11,793)を記録し、その後しばらくは高値を維持していました。しかしながら、第３四半期以

降、急激かつ大幅に下落し 12 月 5 日には 663 とピーク時の約 18 分の１という安値をつけるにいたりました。 
このような情勢のもと、当社グループは全力をあげて、効率的な配船並びに運航に努めた結果、当第３四

半期連結累計期間の業績につきましては、売上高 1,515 億 92 百万円、営業利益 94 億 45 百万円、経常利

益 87 億 4 百万円、四半期純利益 49 億 95 百万円を計上することになりました。 
 
 

なお、事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 
 
（海運業） 

海運業につきましては、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,513億82百万円、営業利益は93億27百
万円となりました。 
 

〔外航海運業〕 

専用船部門 
専用船部門は、国内外製鉄会社向けの鉄鉱石・石炭をケープ型（約13万重量トン超）にて輸送することを

主な事業としております。世界の粗鋼生産量は平成20年下半期（暦年）で、前年同期比59百万トン減の６億

９百万トンであり、その中でも引き続き世界一の生産量を記録した中国は、前年同期比15百万トン減の２億

37百万トンと大幅に減少しました。国内においても、平成20年下半期（暦年）で前年同期比４百万トン減の

57百万トンに減少しました。運賃市況については中国を中心とする各国鉄鋼業の減産に伴う鉄鉱石輸入の

大幅な減少により鉄鋼原料の海上荷動きも沈滞化し市況は大幅に下落しました。 

このような状況のもと、国内だけでなく中国の製鉄会社も含めた安定荷主との長期契約による貨物輸送を

中心に、日本、中国、豪州、欧州、南米間のコンビネーション輸送も行い、効率運航に努めましたが、修繕

用鋼材高や修繕期間の長期化などに伴うコストの大幅な上昇や用船市況の下落により、所期の目標を達成

することができませんでした。 

 

油送船部門 

油送船部門におきましては、10 万重量トン型タンカー１隻を保有し、国内荷主向けの長期契約により、所

期の目標どおりの収益を確保いたしました。 

また、本年１月より期間用船している30万重量トン型ダブルハルタンカーも同じ国内荷主と長期契約を結

んでおり、概ね所期の目標どおりの結果を残すことができました。 

 

不定期船部門 

中型不定期船分野(約４万重量トンから約 10 万重量トンまで)におきましては、石炭専用船とパナマックス

型(約７万重量トン)を中心とした国内電力会社向けの一般炭輸送、また、主にパナマックス型及びハンディ

マックス型(約５万重量トン)による国内製鉄会社向けの鉄鋼原料輸送やインド、豪州向けなど三国間の非鉄

鉱石・石炭輸送を中心に営業を展開しました。北京オリンピック開催前後から中国向け原材料輸送は調整

局面を迎えていましたが、10 月以降同輸送は急激に減少し、また、世界レベルでの金融危機の影響も重な

り外航海運市況は大幅な落ち込みとなりました。このような状況のもとで、効率的な配船・運航に努めました

が所期の目標を達成することができませんでした。 

 

小型不定期船分野（約３万重量トンまで）におきましては、北米・豪州地域を中心とする遠洋水域では、第
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３四半期より急落した市況の影響を受け、北米向け鋼材輸送、北米からの肥料輸送用等として競争力のあ

る新造スモールハンディ型（約３万重量トン）の投入も行い、効率的な配船・運航に努めましたが、所期の目

標を達成することができませんでした。 
また、東南アジア・中国地域を中心とする近海水域でも、マーケット下落の影響は大きく、ロシア・中国積

み一般炭、東南アジア向け鋼材等の効率的な配船･運航を行ったものの、所期の目標にはいたりませんで

した。 
 

〔内航海運業〕 

内航部門 

内航部門では、石灰石、セメント、石炭の各専用船並びに一般貨物船により、石灰石、セメント、石炭、鋼

材、砕石、穀物、雑貨等を国内需要家向けに輸送しております。石炭専用船は電力需要を受け、順調に稼

働したものの、石灰石およびセメント専用船におきましては、公共事業の削減や住宅着工戸数減に歯止め

がかからず、セメント生産量・販売量は減少し、諸経費等の合理化に努めましたが、専用船の収益は所期の

目標を達成することができませんでした。一方、一般貨物船におきましては、鉄鋼業界の急激な大幅減産の

影響を受けて一般貨物運賃は低迷し、また依然として高水準にある燃料油価格が収益を圧迫し、所期の目

標を達成することができませんでした。 

 

 

（その他事業） 

当社グループでは、主力の海上輸送事業を支えるため、また事業多角化の一環として、船用品等商品販

売業、荷敷用木材販売業、不動産賃貸業等を営んでおります。当第３四半期連結累計期間の売上高は 

５億 73 百万円、営業利益は１億 17 百万円となり、総じて所期の目標に沿い着実に運営されており、グルー

プ経営基盤の強化と効率性の追求に寄与しております。 

 

2．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

総資産は、前連結会計年度末に比べて22億８百万円増加し、1,223億22百万円となりました。流動資産

は32億80百万円減少し、一方、固定資産は54億89百万円増加となりました。これは主に法人税等の税金費

用及び配当金の支払い並びに自己株式の取得に伴う現金及び預金の減少や、また時価の下落による投資

有価証券の減少があるものの、主に設備投資による船舶及び建設仮勘定の増加によるものであります。 

 

（負債） 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて72億３百万円増加し、729億27百万円となりました。流動負債

は61億89百万円増加し、固定負債は10億13百万円増加となりました。これは、未払法人税等の減少や投資

有価証券の時価の下落に伴う繰延税金負債の減少があるものの、主に借入金の増加によるものでありま

す。 

 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて49億94百万円減少し、493億95百万円となりました。これは、

自己株式の取得や配当金の支払いがあったものの、四半期純利益の計上により利益剰余金が増加する一

方で、為替変動による為替換算調整勘定の減少、その他有価証券評価差額金の減少によるものでありま

す。 
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3．連結業績予想に関する定性的情報 

海運業を取り巻く環境は、世界を巻き込んだ金融危機が、実体経済にまで波及し、景気の先行きは、ま

すます不透明な状態にあります。 

このような環境のなか、当社グループの主たる事業である外航不定期船市況も、Baltic海運指数が12月

上旬の安値以降、持ち直しの傾向を見せるものの、その後一進一退を続け、年初からケープサイズは回復

基調が見られる一方で、他の船型、特にパナマックスは未だ回復の兆しが見られないのが現状です。 

今後につきましても、外航海運市況は、先行き不透明な状態が続いておりますが、中国向け鉄鉱石輸送

をはじめ、海上輸送の実需自体は底堅く、いずれ実需を反映した市況レベルに回復すると見ております。し

かしながら、期待される市況回復の速度が緩やかで、早期かつ大幅な回復が見込みにくいと判断したこと、

また、足元の市況環境が前回短信発表時と比較してもより悪化したことから、今後の見通しに関しては、第４

四半期は対米ドル円換算率１ドル90円、トン当たりの日本における燃料油価格（ボンド油180cst京浜補油ベ

ース）280ドルを前提として、平成20年度通期の連結業績見通しを、売上高1,850億円、営業損失20億円、

経常損失25億円、当期純損失20億円に、それぞれ下方修正いたします。 

 

これらの状況を勘案した結果、誠に遺憾ながら、1 月 30 日開催の取締役会において、期末配当の実施を

見送らせていただく予定に修正することといたしました。これにより年間配当金は既に実施済の中間配当金

の１株当たり２円のみとなります。 

 

上記業績予想及び配当予想の修正につきましては、本日付けにて発表いたしました「業績予想の修正及

び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

なお、この業績見通しは、当社の経営者が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づき算定さ

れたものでありますが、実際の業績は様々な要因により大きく変動する可能性があります。上述の為替レー

トや燃料油価格前提の変化以外に、当社グループの事業領域をとりまく企業の設備投資動向や個人消費

動向等の様々な経済情勢、海運業における船腹需給の変化や金利情勢等、業績に影響を与えうる様々な

要素が含まれていることをご承知おきください。 
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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） 

該当事項はありません。 

 

(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 

① 簡便な会計処理 

・一般債権の貸倒見積高の算定方法 

   当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

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。 

・法人税等の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加算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。 

 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

 

(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 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

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 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

   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）を適用し、評価基準については、「先入先出法による原価法」から「先入

先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）」に変更しております。 

   ただし、当第３四半期連結会計期間末におきましては、収益性の低下が明らかなものがないため、簿

価切下げを行っておりません。 

③ リース取引に関する会計基準等の適用 

所有権移転外ファイナンス･リース取引については、従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 19 年３月 30

日改正 企業会計基準第 13 号）及び「リース取引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 30 日改正 企業会計基準適用指針第 16 号）が平成 20 年４月１日以後開始する連結会

計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１四半期連結会

計期間からこれらの会計基準等を適用し、平成 20 年４月１日以降に契約を締結したリース取引から、通

常の売買取引に係る会計処理によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス･リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

これに伴う損益に与える影響はありません。 

④ 「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」の適用 

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）を適用しております。 

これによる連結決算上必要な修正はありません。 
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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 18,479 21,711

受取手形及び営業未収金 10,210 13,349

有価証券 15 215

貯蔵品 3,724 4,546

繰延及び前払費用 3,683 2,813

代理店債権 1,401 1,292

繰延税金資産 46 371

その他 5,808 2,357

貸倒引当金 △33 △41

流動資産合計 43,337 46,617

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 52,946 48,634

その他（純額） 1,279 1,230

建設仮勘定 16,498 11,567

有形固定資産合計 70,723 61,431

無形固定資産 119 139

投資その他の資産   

投資有価証券 6,504 10,306

繰延税金資産 239 119

その他 1,443 1,506

貸倒引当金 △45 △6

投資その他の資産合計 8,142 11,925

固定資産合計 78,985 73,496

資産合計 122,322 120,114
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（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   

営業未払金 9,164 8,711

短期借入金 21,485 4,981

未払法人税等 250 10,365

繰延税金負債 198 5

前受金 1,149 1,669

賞与引当金 225 576

その他 1,874 1,849

流動負債合計 34,348 28,159

固定負債   

長期借入金 33,015 31,474

繰延税金負債 1,590 2,727

退職給付引当金 1,441 1,165

役員退職慰労引当金 471 526

特別修繕引当金 1,014 839

負ののれん 101 133

その他 944 698

固定負債合計 38,578 37,565

負債合計 72,927 65,724

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,258 13,258

資本剰余金 795 795

利益剰余金 39,784 38,931

自己株式 △4,691 △2,512

株主資本合計 49,147 50,472

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 896 3,216

繰延ヘッジ損益 △503 8

為替換算調整勘定 △713 190

評価・換算差額等合計 △320 3,415

少数株主持分 569 502

純資産合計 49,395 54,389

負債純資産合計 122,322 120,114
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(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 151,592

売上原価 137,329

売上総利益 14,263

一般管理費 4,818

営業利益 9,445

営業外収益  

受取利息 85

受取配当金 226

負ののれん償却額 32

持分法による投資利益 51

その他 77

営業外収益合計 473

営業外費用  

支払利息 474

為替差損 563

その他 177

営業外費用合計 1,214

経常利益 8,704

特別利益  

用船契約解約金 340

特別利益合計 340

特別損失  

固定資産売却損 13

投資有価証券評価損 54

貸倒引当金繰入額 39

会員権評価損 23

特別損失合計 130

税金等調整前四半期純利益 8,914

法人税、住民税及び事業税 3,263

法人税等調整額 570

法人税等合計 3,834

少数株主利益 84

四半期純利益 4,995
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(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 8,914

有形固定資産減価償却費 5,302

受取利息及び受取配当金 △312

支払利息 474

持分法による投資損益（△は益） △19

為替差損益（△は益） 704

売上債権の増減額（△は増加） 3,093

貯蔵品の増減額（△は増加） 797

繰延及び前払費用の増減額（△は増加） △856

未収入金の増減額（△は増加） △3,408

仕入債務の増減額（△は減少） 524

前受金の増減額（△は減少） △485

その他 267

小計 14,995

利息及び配当金の受取額 315

利息の支払額 △517

法人税等の支払額 △13,345

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,447

投資活動によるキャッシュ・フロー  

短期投資の減少による収入 81

有価証券の償還による収入 200

有形固定資産の取得による支出 △16,624

その他 124

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,217

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） 16,168

長期借入れによる収入 6,263

長期借入金の返済による支出 △3,981

自己株式の取得による支出 △2,178

配当金の支払額 △4,132

少数株主への配当金の支払額 △9

その他 △33

財務活動によるキャッシュ・フロー 12,097

現金及び現金同等物に係る換算差額 △477

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,150

現金及び現金同等物の期首残高 21,427

現金及び現金同等物の四半期末残高 18,277
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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。 

 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 
 

該当事項はありません。 

 

 

(5)  セグメント情報 
 
【事業の種類別セグメント情報】 
 

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) 
 

 
海運業 

（百万円） 

その他事業 

（百万円） 

計 

（百万円） 

消去又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円） 

売 上 高           

(1) 外部顧客に対する 

売上高 

(2) セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

151,382

－

210

362

151,592

362

 

－ 

 

 

(  362) 

151,592

－

計 151,382 573 151,955 (  362) 151,592

営 業 利 益         
9,327 117 9,444 1 9,445

(注)１．事業区分は売上集計区分によっております。 
２．海運業の主なものは、外・内航海上輸送オペレーター業及び船舶貸渡業であります。 
３．その他事業の主なものは、船用品等商品販売業及び不動産賃貸業であります。 

 

 

【所在地別セグメント情報】 
 

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) 
 
全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、記載を省略しております。 
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【海外売上高】 
 

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) 
 
 

アジア オセアニア 北米 
その他の 

地域 

 

計 

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 56,754 49,122 16,783 18,231 140,892

Ⅱ 連結売上高 （百万円）  151,592

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 37.4 32.4 11.1 12.0 92.9
  
(注)１．海外売上高の主なものは、外航に係る海運業収益であります。 

２．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 
（１）国又は地域の区分は、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又は地域 

ア ジ ア・・・インドネシア・中国 
オ セ ア ニ ア・・・オーストラリア・ニューカレドニア 
北 米・・・米国・カナダ 
その他の地域・・・ブラジル・南アフリカ 

 

 

(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。 
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【参考資料】 
 
   （要約） 前四半期連結損益計算書 

(単位：百万円) 
 

前第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）科  目 

金  額 

Ⅰ 売上高 130,871

Ⅱ 売上原価 100,765

売上総利益 30,105

Ⅲ 一般管理費 4,158

営業利益 25,946

Ⅳ 営業外収益 588

Ⅴ 営業外費用 1,122

経常利益 25,413

Ⅵ 特別利益 3,991

Ⅶ 特別損失 84

税金等調整前四半期純利益 29,320

税金費用 11,371

少数株主利益 43

四半期純利益 17,905
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