
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 東海運 上場取引所 東 

コード番号 9380 URL http://www.azumaship.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 弘津 裕

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 経営企画部長 （氏名） 松田 俊秀 TEL 03-5847-5724

四半期報告書提出予定日 平成21年2月13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）

営業収益 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 32,153 ― 1,077 ― 952 ― 509 ―

20年3月期第3四半期 30,302 1.3 1,268 △25.0 1,245 △21.9 746 △17.7

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 17.64 17.60
20年3月期第3四半期 25.84 25.76

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 38,552 12,559 32.2 429.95
20年3月期 37,532 12,814 33.8 439.25

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  12,425百万円 20年3月期  12,694百万円

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 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― 6.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 4.00 10.00

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  
 

営業収益 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 41,383 2.7 1,006 △41.0 843 △50.0 382 △71.3 13.23

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、4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、4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 
・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。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化により、
上記数値と異なる場合があります。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 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  28,910,000株 20年3月期  28,910,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  10,374株 20年3月期  10,386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  28,899,614株 20年3月期第3四半期  28,883,280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わが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融

危機が世界の金融システムや為替市場を大きな混乱へ巻き込み、その影響が下半期以降に実体経

済へ波及し、原油価格等の下落にもかかわらず個人消費は伸び悩み、企業業績の急激な悪化によ

る雇用不安が社会的問題となるなど、景気の急速な低迷が顕著となりました。 

物流業界におきましては、アジアをはじめロシア向けの荷動きは概ね堅調に推移しましたが、

国内貨物については、改正建築基準法の影響により低迷した建築資材の荷動きが回復の兆しを見

せず、燃料費の高止まりは緩和されたものの、依然として厳しい経営環境が続きました。 

このような環境の下、当社グループは、平成23年3月期を 終年度とする「10中期経営計画」に

基づき、国内物流事業の強化・拡大、国際物流事業の拡大、環境事業の拡大、グループ経営の強

化、経営戦略を実現させる人事政策、ＣＳＲ取組の強化を重点施策として目標達成に向けて取り

組みました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は321億5千3百万円（前年同期比6.1％増）、

営業利益は10億7千7百万円（前年同期比15.1％減）、経常利益は9億5千2百万円（前年同期比

23.6％減）、四半期純利益は5億9百万円（前年同期比31.7％減）となりました。 

 

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。 

① 物流事業 

 物流事業におきましては、国際貨物について、中国・東南アジアとの貿易が概ね順調に推移し、

海上コンテナの取扱量が増加したほか、国際複合一貫輸送においてロシア・ＣＩＳ地域向けのパ

イプ・建設機械輸送の取扱が順調に推移いたしました。 

 国内貨物においては、産業廃棄物及びフェリー関連の輸送量は増加したものの、改正建築基準

法の影響が払拭されず、セメント及びセメント製品並びに各種建材関連の輸送量が減少しました。 

 これらの結果、物流事業全体の営業収益は227億2千8百万円（前年同期比6.7％増）となりまし

たが、営業利益は14億8千1百万円（前年同期比7.3％減）となりました。 

② 海運事業 

 海運事業におきましては、内航セメント船の定期用船収入は増加したものの、外航貨物船によ

る砂・砂利や産業廃棄物の取扱量が減少しました。 

 これらの結果、海運事業全体の営業収益は90億4千1百万円（前年同期比4.9％増）となりまし

たが、営業利益は3億4百万円（前年同期比4.5％減）となりました。 

③ 不動産事業 

不動産事業におきましては、賃貸ビルのテナント異動等に伴って減収となりました。 

この結果、営業収益は3億8千3百万円（前年同期比1.4％減）となり、営業利益は2億6千8百万円

（前年同期比3.2％減）となりました。 

 

上記事業の種類別セグメントの営業利益はセグメント間取引消去前の金額で記載しております。

なお、上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

資産合計は、前連結会計年度末に比べ10億1千9百万円増加の385億5千2百万円（2.7％増）とな

りました。主な要因は、受取手形及び営業未収入金が12億4千5百万円増加したほか、リース取引

に関する会計基準の適用によりリース資産を有形固定資産に2億5千万円、無形固定資産に3千5百

万円計上したものの、陸運会社買収等により現金及び預金が4億8千3百万円減少したこと等によ

ります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ12億7千4百万円増加の259億9千3百万円（5.2％増）とな

りました。主な要因は、長期借入金が27億5千7百万円増加したものの、短期借入金が9億5千1百

万円、１年内償還予定の社債が5億円減少したこと等によります。 

純資産合計は、前連結会計年度に比べ2億5千5百万円減少の125億5千9百万円（2.0％減）となり

ました。主な要因は、配当金の支払い3億4千6百万円、四半期純利益の増加5億9百万円により利

益剰余金が1億6千2百万円増加し、少数株主持分が1千3百万円増加したものの、その他有価証券

評価差額金が3億9千9百万円減少し、為替換算調整勘定が3千1百万円減少したこと等によります。 

以上により、自己資本比率は32.2％と前連結会計年度に比べて1.6ポイントの減少となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後のわが国経済は、世界同時不況による需要減と円高基調により景気が急速に悪化すると予
想されております。 

当社グループを取り巻く事業環境につきましても、世界的な景気減速にともない、アジア地域
を中心として順調に推移していた国際貨物の輸送需要の動向が懸念されるほか、国内貨物につい
ては、改正建築基準法の影響により低迷した建築資材の荷動きが回復するまでに暫く期間を要す
ると予想され、顧客の物流合理化ニーズの高まりや、輸送コストの上昇が引き続き懸念されるこ
とから、予断を許さない状況であります。 

このような環境の下、当社グループは平成23年3月期を 終年度とする「10中期経営計画」にお
いて、厳しい経営環境に打ち勝つための収益性と成長性を兼ね備えた強い会社作りを標榜し、国
内物流事業の強化・拡大、国際物流事業の拡大、環境事業の拡大を経営の 重点課題として事業
展開を図ってまいります。 

しかしながら、国内外の景気悪化により、取扱貨物量の減少が顕著で、当第３四半期以降の事
業環境が大きく変化しているため、通期業績予想及び期末配当予想の修正を行いました。 

詳細につきましては、本日平成21年1月30日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」並びに
「平成21年3月期 配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
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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 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。 
 

② 税金費用の計算 
 税金費用については、当第３四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に
対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効
税率を乗じて計算しております。 
 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 

(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」（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。 

 
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、これにより、営業総利
益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

 
③  「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成

19年３月30日 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６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16
号）を第１四半期連結会計期間から早期に適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準
じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。 
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算
定する方法によっております。 
 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。 
 この結果、従来の方法によった場合と比べて、リース資産が有形固定資産に250,990千円、
無形固定資産に35,131千円それぞれ計上されております。なお、これにより、営業総利益、営
業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 
 



5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：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 2,195,226 2,678,765

受取手形及び営業未収入金 7,465,772 6,219,791

その他 1,214,035 1,523,432

貸倒引当金 △20,052 △10,919

流動資産合計 10,854,982 10,411,069

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,278,962 7,229,663

機械装置及び運搬具（純額） 168,303 194,981

船舶（純額） 2,836,656 3,092,541

土地 11,312,018 11,105,932

その他（純額） 302,307 53,484

有形固定資産合計 21,898,248 21,676,603

無形固定資産   

のれん 62 179

その他 1,423,186 1,404,068

無形固定資産合計 1,423,248 1,404,248

投資その他の資産   

投資有価証券 3,456,123 3,487,389

その他 992,931 609,772

貸倒引当金 △73,439 △56,624

投資その他の資産合計 4,375,616 4,040,537

固定資産合計 27,697,113 27,121,389

資産合計 38,552,096 37,532,458
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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   

営業未払金 4,736,664 4,695,344

短期借入金 5,873,455 6,824,610

1年内償還予定の社債 100,000 600,000

未払法人税等 159,028 419,269

賞与引当金 185,085 306,831

その他 2,301,107 1,689,730

流動負債合計 13,355,341 14,535,785

固定負債   

社債 100,000 150,000

長期借入金 7,819,294 5,061,322

退職給付引当金 1,870,210 2,042,555

役員退職慰労引当金 25,544 116,672

特別修繕引当金 165,565 118,015

負ののれん 1,005 4,022

その他 2,656,053 2,689,871

固定負債合計 12,637,674 10,182,459

負債合計 25,993,016 24,718,244

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,294,010 2,294,010

資本剰余金 1,505,049 1,505,053

利益剰余金 8,446,397 8,283,476

自己株式 △4,156 △4,163

株主資本合計 12,241,301 12,078,376

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 207,379 607,230

為替換算調整勘定 △23,167 8,501

評価・換算差額等合計 184,211 615,732

少数株主持分 133,567 120,105

純資産合計 12,559,080 12,814,214

負債純資産合計 38,552,096 37,532,458
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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) 

営業収益 32,153,237

営業費用 29,186,220

営業総利益 2,967,017

販売費及び一般管理費  

従業員給料 783,059

賞与引当金繰入額 66,841

退職給付費用 47,714

役員退職慰労引当金繰入額 12,813

福利厚生費 164,518

貸倒引当金繰入額 33,236

減価償却費 36,837

その他 744,143

販売費及び一般管理費合計 1,889,164

営業利益 1,077,853

営業外収益  

受取利息 10,368

受取配当金 50,155

負ののれん償却額 3,016

持分法による投資利益 13,198

その他 56,982

営業外収益合計 133,721

営業外費用  

支払利息 177,055

その他 82,435

営業外費用合計 259,490

経常利益 952,083

特別利益  

固定資産売却益 12,275

特別利益合計 12,275

特別損失  

固定資産処分損 2,391

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 1,990

投資有価証券評価損 4,313

ゴルフ会員権評価損 3,270

環境対策費 9,776

その他 35,204

特別損失合計 56,945

税金等調整前四半期純利益 907,414

法人税等 384,011

少数株主利益 13,686

四半期純利益 509,716

― 7 ―
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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。 

 

(3) 継続企業の前提に関する注記 

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） 

 該当事項はありません。 

 

(4) 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） 

     

 
物流事業 

(千円) 

海運事業 

(千円) 

不動産事業

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 
全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 22,728,800 9,041,071 383,365 32,153,237 － 32,153,237

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

20,074 － 30,312 50,386 （50,386） －

計 22,748,874 9,041,071 413,678 32,203,624 （50,386） 32,153,237

営業利益 1,481,853 304,276 268,421 2,054,551 （976,698） 1,077,853

(注) １ 事業区分は、サービス(役務)の種類、原料・製品の輸送及び保管方法等により区分しております。 

２ 各区分の主な役務の内容 

事業区分 役務の内容 

物流事業 

鉄鋼・硝子・タイヤ等の港湾運送作業、倉庫作業、通関業務等、鉄

鋼・建材・セメント・タイヤ等の陸上貨物運送及び工場構内における

建材・硝子等の運搬作業等 

海運事業 主としてセメント及び原料等の海上貨物輸送 

不動産事業 不動産の賃貸、管理業務等 

 

【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額に占める「本邦」の割合が90％を越えているため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

 

【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） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

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） 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 
 前年同四半期に係る財務諸表等 
(1) （要約）前年同四半期連結損益計算書 

前年同四半期 
平成 20 年３月期 

第 3 四半期 科 目 

金 額（千円） 
Ⅰ 営業収益 30,302,150
Ⅱ 営業費用 27,146,598
   営業総利益 3,155,551
Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,886,682
   営業利益 1,268,868
Ⅳ 営業外収益 171,639
 １ 受取利息及び受取配当金 61,658
 ２ その他 109,981
Ⅴ 営業外費用 194,509
 １ 支払利息 169,862
 ２ 持分法による投資損失 4,649
 ３ その他 19,997
   経常利益 1,245,998
Ⅵ 特別利益 140,391
 １ 固定資産売却益 116,491
 ２ 関係会社株式売却益 23,900
Ⅶ 特別損失 2,860
 １ 固定資産処分損 843
 ２ 投資有価証券評価損 1,286
 ３ ゴルフ会員権評価損 731
   税金等調整前四半期純利益 1,383,529
   法人税等 618,041
   少数株主利益 19,102
   四半期純利益 746,384
(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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（2） セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前年同四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 
物流事業 

（千円） 

海運事業 

（千円） 

不動産事業

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高   

 (1)外部顧客に対する売上

高 
21,291,677 8,621,835 388,636 30,302,150 － 30,302,150

 (2)セグメント間の内部売

上高又は振替高 
18,798 － 30,312 49,111 (49,111) －

計 21,310,476 8,621,835 418,948 30,351,261 (49,111) 30,302,150

営業費用 19,712,768 8,303,326 141,624 28,157,719 875,561 29,033,281

営業利益 1,597,708 318,508 277,324 2,193,541 (924,672) 1,268,868

(注) 1 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

2 事業区分の方法及び各区分に属する主要な役務の内容 

事業区分は、サービス(役務)の種類、原料・製品の輸送及び保管方法等により下記の事業区分にしており

ます。 

物流事業  役務の内容 鉄鋼・硝子・タイヤ等の港湾運送作業、倉庫作業、通関業務

等、鉄鋼・建材・セメント・タイヤ等の陸上貨物運送及び工場

構内における建材・硝子等の運搬作業等 

海運事業  役務の内容 主としてセメント及び原料等の海上貨物輸送 

不動産事業  役務の内容 不動産の賃貸、管理業務等 

 

【所在地別セグメント情報】 

 全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を越えているため、所在地別セグ

メント情報の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

 




