
平成21年3月期 第3四半期決算短信 

平成21年1月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 新和内航海運株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 9180 URL http://www.shinwa-naikokaiun.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 秋 山 謙 治

問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 田 中 浩 TEL 03-5290-6515

四半期報告書提出予定日 平成21年2月12日

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 13,952 ― 726 ― 698 ― 437 ―

20年3月期第3四半期 13,122 17.2 998 19.2 982 19.8 586 22.7

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3四半期 37.10 ―

20年3月期第3四半期 49.74 ―

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 12,846 4,708 36.6 398.71
20年3月期 10,829 4,578 42.2 387.59

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  4,704百万円 20年3月期  4,573百万円

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 ― ― ― 12.00 12.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

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  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 17,300 △3.2 340 △78.2 290 △81.3 230 △74.5 19.49

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  

(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.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を前提として算出したものであり、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。今回、業績予想の修正を行っておりますので、詳細については２ページをご参照ください。 
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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  11,800,000株 20年3月期  11,800,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  ―株 20年3月期  ―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  11,800,000株 20年3月期第3四半期  11,800,000株
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、米国発の金融システム不安に起因する世界的金融危
機の影響をまともに受け、景気後退が顕著となり企業業績の下方修正が相次いでおります。また、急激な
円高は基幹産業である鉄鋼や自動車産業等にも深刻な影響を与え、企業業績の急激な悪化による雇用不安
は社会問題にも発展しております。今後の景気動向についても非常に不透明であり、さらなる下振れ懸念
も払拭できない状況が続いております。 
 このような状況のもと、当社グループの中核である内航海運事業において主要荷主である鉄鋼メーカー
の鋼材輸送量は第３四半期に入り徐々に減少し第２四半期に比較して11.5％の減少となりました。また、
鉄鋼向け石灰石専用船は減産の動きが徐々に現れてきたものの、第２四半期並に稼働致しましたが一方で
セメント向け石灰石はセメント需要低迷のため第２四半期に比較して輸送量が14％減少しました。一般元
請貨物につきましては電力関連貨物輸送が石炭火力発電所の高稼働により順調に推移しました。 
 以上、当第３四半期連結累計期間の内航海運事業全体としては、専用船はおおむね順調に稼働し、一般
船については鋼材を中心に輸送量が減少しましたが効率配船に努め、損益面では所期の見通しとおりに推
移しました。また、LPG等トラック運送事業は、原油価格乱高下による運行コスト増、輸送量減少の影響
を受け、営業利益は前年同期比で減少となりました。 
 以上により、当社グループの当第３四半期累計期間の連結売上高は139億52百万円、営業利益7億26百万
円、経常利益6億98百万円、四半期純利益は4億37百万円となりました。 
  

(1)資産、負債及び純資産の状況 
 当第３四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産128億46百万円（前連結会計年度末比
20億17百万円増加）、純資産47億８百万円（前連結会計年度末比１億30百万円増加）となりました。 
 増減の主なものは、現金及び預金の増加等による流動資産９億98百万円増、船舶の取得等による有形固
定資産12億89百万円増、借入金の増加、未払法人税等の減少等による流動負債５億36百万円増、株価低迷
によるその他有価証券評価差額金１億49百万円減などであります。 
  
(2)キャッシュ・フローの状況 
 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ15億41百万円増
加し、22億３百万円となりました。当第３四半期連結累計期間における主なキャッシュ・フローの状況は
次のとおりであります。 
 営業活動によるキャッシュ・フローは、11億37百万円の増加となりました。これは、主として税金等調
整前四半期純利益８億95百万円及び減価償却費の計上６億72百万円による増加、営業債権の減少による増
加５億96百万円によるものであります。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは、17億30百万円の減少となりました。これは、主として船舶の取
得によるものであります。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは、21億52百万円の増加となりました。これは、船舶の取得等に係
る借入金の増加22億93百万円、配当金の支払１億41百万円によるものであります。 
   

第３四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成21年1月30日付け「通期業績予想お
よび配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
  

  

・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
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該当事項はありません。 
  

固定資産の減価償却の方法 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しておりま  
 す。 

  

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「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）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法 
  （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。 
  なお、これによる営業損益、経常損益及び税金等調整前四半期純損益への影響はありません。 

  

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

－ 3 －

新和内航海運㈱（9180）平成21年3月期 第3四半期決算短信



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 2,213,587 692,252 
受取手形及び営業未収金 4,581,571 5,178,547 
たな卸資産 220,685 226,357 
前払費用 297,041 183,704 
繰延税金資産 28,814 80,824 
その他 139,099 120,390 
貸倒引当金 △844 △864 

流動資産合計 7,479,955 6,481,212 
固定資産   
有形固定資産   
船舶（純額） 3,838,418 2,094,455 
土地 93,267 93,444 
建設仮勘定 595,425 1,023,021 
その他（純額） 87,090 113,738 
有形固定資産合計 4,614,201 3,324,659 

無形固定資産   
ソフトウエア 14,144 15,796 
その他 4,809 4,809 
無形固定資産合計 18,954 20,606 

投資その他の資産   
投資有価証券 390,533 671,643 
繰延税金資産 167,074 162,844 
その他 178,654 170,614 
貸倒引当金 △2,483 △2,483 

投資その他の資産合計 733,778 1,002,618 

固定資産合計 5,366,934 4,347,884 

資産合計 12,846,890 10,829,097 
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（単位：千円）

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 1,780,311 1,948,430 
短期借入金 3,305,000 2,275,000 
1年内返済予定の長期借入金 262,968 422,057 
未払法人税等 248,310 402,490 
未払費用 40,046 25,235 
賞与引当金 22,593 107,331 
役員賞与引当金 18,003 19,755 
その他 250,047 190,109 
流動負債合計 5,927,281 5,390,409 

固定負債   
長期借入金 1,722,816 299,964 
繰延税金負債 19,716 22,107 
退職給付引当金 206,210 231,745 
特別修繕引当金 205,748 240,716 
その他 56,297 65,963 
固定負債合計 2,210,789 860,497 

負債合計 8,138,070 6,250,907 

純資産の部   
株主資本   
資本金 718,000 718,000 
資本剰余金 308,435 308,435 
利益剰余金 3,635,908 3,339,750 
株主資本合計 4,662,343 4,366,185 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 68,389 217,677 
繰延ヘッジ損益 － △16,636 
為替換算調整勘定 △25,916 6,368 
評価・換算差額等合計 42,473 207,409 

少数株主持分 4,002 4,595 
純資産合計 4,708,820 4,578,190 

負債純資産合計 12,846,890 10,829,097 
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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：千円）

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 13,952,001 
売上原価 12,271,213 
売上総利益 1,680,788 

一般管理費 954,735 
営業利益 726,052 
営業外収益  
受取利息 4,554 
受取配当金 14,409 
不動産賃貸料 7,330 
その他 4,291 
営業外収益合計 30,585 

営業外費用  
支払利息 56,881 
その他 1,090 
営業外費用合計 57,971 

経常利益 698,667 

特別利益  
固定資産売却益 248,024 
特別利益合計 248,024 

特別損失  
投資有価証券評価損 42,744 
固定資産除却損 8,933 
特別損失合計 51,677 

税金等調整前四半期純利益 895,015 
法人税、住民税及び事業税 322,550 
法人税等調整額 135,749 
法人税等合計 458,299 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,042 

四半期純利益 437,758 
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【第３四半期連結会計期間】 
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 4,537,974 
売上原価 3,935,722 
売上総利益 602,252 
一般管理費 319,837 
営業利益 282,414 

営業外収益  
受取利息 1,277 
受取配当金 6,129 
不動産賃貸料 2,408 
その他 350 
営業外収益合計 10,166 

営業外費用  
支払利息 24,864 
その他 386 
営業外費用合計 25,250 

経常利益 267,330 
特別利益  
固定資産売却益 236,202 
特別利益合計 236,202 

特別損失  
投資有価証券評価損 42,744 
特別損失合計 42,744 

税金等調整前四半期純利益 460,789 
法人税、住民税及び事業税 226,332 
法人税等調整額 6,242 
法人税等合計 232,574 
少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,955 
四半期純利益 226,258 
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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 895,015 
減価償却費 672,430 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △19 
賞与引当金の増減額（△は減少） △84,738 
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,751 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △25,535 
特別修繕引当金の増減額（△は減少） △34,968 
受取利息及び受取配当金 △18,963 
支払利息 56,881 
有形固定資産除却損 8,933 
有形固定資産売却損益（△は益） △248,024 
投資有価証券評価損益（△は益） 42,744 
営業債権の増減額（△は増加） 596,975 
たな卸資産の増減額（△は増加） 5,671 
営業債務の増減額（△は減少） △168,119 
その他 △51,010 

小計 1,645,520 

利息及び配当金の受取額 18,963 
利息の支払額 △50,306 
法人税等の支払額 △476,730 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,137,446 
投資活動によるキャッシュ・フロー  
投資有価証券の取得による支出 △12,202 
有形固定資産の取得による支出 △2,002,060 
有形固定資産の売却による収入 272,996 
その他 11,003 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,730,263 

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） 1,030,000 
長期借入れによる収入 1,640,000 
長期借入金の返済による支出 △376,237 
配当金の支払額 △141,298 

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,152,463 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18,312 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,541,334 
現金及び現金同等物の期首残高 662,215 
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,203,550 
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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。 

  

該当事項はありません。 
  

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) 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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（要約）前年同四半期に係る連結損益計算書 

 
  

  

  

  

  

「参考」

(単位：千円）

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)

 売上高 13,122,405

 売上原価 11,205,566

 売上総利益 1,916,838

 一般管理費 928,615

 営業利益 988,222

 営業外収益 37,657

 営業外費用 43,175

 経常利益 982,705

 特別利益 25,602

 特別損失 1,140

 税金等調整前四半期純利益 1,007,166

 税金費用 420,186

 四半期純利益 586,979
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「参考」個別業績の概要 
(百万円未満切捨て) 

 (％表示は対前年同四半期増減率)   

   

   

   

 
   

(％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 

  
  

  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を前提として算出したものであり、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。今回、実績予想の修正を行っており
ますので、詳細については、２ページをご参照下さい。 
  

1. 平成21年3月期第３四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日）
 (1) 経営成績(累計)

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 12,849 ― 751 ― 721 ― 342 ―
 20年3月期第3四半期 12,249 20.0 916 26.7 896 27.1 505 25.3

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 29 06 ― ―
 20年3月期第3四半期 42 87 ― ―

 (2) 財政状態

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 12,150 4,194 34.5 355 51
 20年3月期 10,104 4,123 40.8 349 44
(参考) 自己資本  21年3月期第3四半期 4,194百万円  20年3月期 4,123百万円

2. 平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日）【参考】

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 16,000 △3.1 380 △73.8 340 △76.1 140 △82.6 11 86

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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「参考」  
  
（要約）当第３四半期損益計算書（個別） 
  

 

（単位:千円）

当第３四半期累計期間
（自 平成20年4月1日    

  至 平成20年12月31日）

海運業収益

運賃 12,158,851

貸船料 308,774

その他 381,495

海運業収益計 12,849,121

海運業費用

運航費 3,378,805

船費 1,355,242

借料船 6,471,816

その他 1,770

海運業費用合計 11,207,635

海運業利益 1,641,485

一般管理費 889,955

営業利益 751,530

営業外収益 28,086

営業外費用 57,641

経常利益 721,976

特別利益 -

特別損失 51,677

税引前第３四半期純利益 670,299

法人税、住民税及び事業税 310,365

法人税等調整額 17,035

第３四半期純利益 342,898
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