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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 39,599 2.5 1,275 10.3 1,113 11.7 521 △20.8

20年3月期第3四半期 38,619 4.0 1,156 29.2 996 32.7 659 △57.9

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 41.53 ―

20年3月期第3四半期 52.46 ―

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 54,952 13,469 19.6 856.90
20年3月期 57,067 13,996 19.6 901.97

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  10,762百万円 20年3月期  11,333百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

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  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 53,000 3.7 1,700 13.4 1,500 24.2 600 55.6 47.77

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。 
 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、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。  

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  12,739,696株 20年3月期  12,739,696株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  179,965株 20年3月期  174,080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  12,564,197株 20年3月期第3四半期  12,566,946株
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当第３四半期のわが国経済は、前期より引続くサブプライム問題に端を発する欧米を中心とする世界経
済の減速、原油をはじめとする資源価格の高騰・暴落および不安定な株式・為替相場の状況等の影響を受
け、個人消費や設備投資も減少に転じ、輸出は頭打ちとなり、雇用不安も発生し、景気先行きに不安感が
増しております。このような状況の下、当社グループは第２四半期に急激な燃料油価格の上昇により海運
事業において運航コストの増加となったものの、燃料油価格変動調整金制度における収受率の改善及び定
時出航による燃料油消費削減に努めたことや、その後の燃料油価格の下落により収益を大幅に改善いたし
ました。ホテル事業においては円高による海外旅行客の減少や、景気不安からの個人消費の減少が影響
し、集客減となりました。不動産事業は外的影響は少なく継続して安定した収益の確保が出来ました。 

「海運事業」 
燃料油価格高騰に伴う顧客の輸送コスト削減による輸送ルート変更及び景気低迷に伴う輸送雑貨の減少の
影響はあったものの、海運業収益は前第３四半期連結累計期間比1,056百万円増（2.9％増）の37,589百万
円となり、営業費用は燃料油価格高騰の影響により前第３四半期連結累計期間比895百万円増（2.5％増）
の36,527百万円となったため、営業利益は前第３四半期連結累計期間比160百万円増（17.8％増)の1,061
百万円となりました。 

「ホテル事業」 
景気先行き不安から、北海道地域への観光客の減及び道内顧客の減が影響し、売上高は前第３四半期連結
累計期間比199百万円減（11.7％減）の1,503百万円となり、営業コストの削減に努めたものの営業費用は
前第３四半期連結累計期間比156百万円減（9.6％減）の1,476百万円となったため、営業利益は前第３四
半期連結累計期間比43百万円減（61.5％減）の27百万円となりました。 

「不動産事業」 
新規賃貸物件もあり売上高は前第３四半期連結累計期間比122百万円増（32.0％増）の506百万円となり、
営業費用は前第３四半期連結累計期間比120百万円増（60.7％増）の319百万円となったため、営業利益は
前第３四半期連結累計期間比2百万円増（1.2％増）の186百万円と安定した業績を継続しております。 
以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は39,599百万円（前第３四半期連結累計期間比979百万
円増 2.5％増）、営業利益は1,275百万円（前第３四半期連結累計期間比118百万円増10.3％増）となりま
した。 

  

（資産） 
流動資産は、前連結会計年度末に比べて492百万円減少の17,183百万円となりました。これは現金及び預
金が1,152百万円減少し、受取手形及び売掛金が618百万円増加、貯蔵品が90百万円減少、未収入金が103
百万円増加したことなどによります。 
固定資産も前連結会計年度に比べて1,629百万円減少の37,727百万円となりました。これは投資有価証券
が1,040百万円減少、船舶が785百万円減少したことと機械装置及び運搬具が272百万円減少、建設仮勘定
が530百万円増加したことなどによります。 
  
（負債） 

流動負債は前連結会計年度末に比べて115百万円減少し、17,919百万円となりました。これは短期借入金
が648百万円増加したことと、支払手形及び買掛金が241百万円、１年内返済予定の長期借入金が445百万
円、賞与引当金が242百万円それぞれ減少したことなどによります。 
固定負債は、前連結会計年度末に比べて1,471百万円減少し、23,564百万円となりました。これは社債が
112百万円増加し、長期未払金が761百万円、繰延税金負債が684百万円それぞれ減少したことなどにより
ます。 
  
（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて527百万円減少し、13,469百万円となりました。これは、その
他有価証券評価差額金が1,028百万円減少し、利益剰余金が458百万円増加したことなどによります。 

  

平成20年10月31日に公表した業績予想の修正から、平成21年３月期通期の業績見通しの変更はありませ
ん。 

今後何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

・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費の算定方法 

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間

按分して算定しております。 

なお、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。 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関して、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、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、前連結会計年度決算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。 

  

四半期財務諸表に関する会計基準 

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. 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
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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：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 5,173,897 6,326,405

受取手形及び売掛金 10,732,928 10,114,321

商品 19,497 18,375

製品 38,613 39,476

原材料 14,778 5,908

貯蔵品 163,708 254,433

繰延税金資産 209,307 209,212

未収入金 478,111 374,943

その他 375,329 360,817

貸倒引当金 △22,237 △27,413

流動資産合計 17,183,933 17,676,480

固定資産   

有形固定資産   

船舶 18,326,717 17,930,623

減価償却累計額 △8,314,858 △7,133,192

船舶（純額） 10,011,858 10,797,431

建物及び構築物 20,038,416 19,893,334

減価償却累計額 △13,898,086 △13,571,703

建物及び構築物（純額） 6,140,329 6,321,630

機械装置及び運搬具 8,002,145 7,971,555

減価償却累計額 △7,017,605 △6,714,545

機械装置及び運搬具（純額） 984,540 1,257,010

土地 6,780,244 6,780,244

建設仮勘定 533,692 2,846

その他 1,534,280 1,520,375

減価償却累計額 △1,296,159 △1,293,195

その他（純額） 238,120 227,180

有形固定資産合計 24,688,786 25,386,344

無形固定資産   

借地権 1,033,258 1,033,258

ソフトウエア 78,663 92,592

のれん 365,912 382,094

その他 26,718 16,791

無形固定資産合計 1,504,552 1,524,737

投資その他の資産   

投資有価証券 9,801,075 10,841,674

長期貸付金 9,936 9,379

繰延税金資産 566,604 522,293

保険積立金 656,110 606,825

その他 537,329 502,622

貸倒引当金 △36,990 △36,970

投資その他の資産合計 11,534,066 12,445,824

固定資産合計 37,727,405 39,356,906

繰延資産   

社債発行費 40,994 34,019

繰延資産合計 40,994 34,019

資産合計 54,952,333 57,067,405
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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   

支払手形及び買掛金 6,621,494 6,862,962

短期借入金 6,183,383 5,535,105

1年内返済予定の長期借入金 1,717,684 2,163,405

1年内期限到来予定のその他の固定負債 995,912 964,874

1年内償還予定の社債 1,036,168 959,500

未払法人税等 376,995 272,087

賞与引当金 138,255 380,695

その他 849,199 896,442

流動負債合計 17,919,093 18,035,072

固定負債   

社債 4,294,332 4,182,000

長期借入金 6,164,252 6,153,118

長期未払金 6,378,149 7,139,604

繰延税金負債 2,359,960 3,044,937

退職給付引当金 2,118,820 2,210,143

役員退職慰労引当金 654,472 627,833

負ののれん 1,189,755 1,250,572

その他 404,376 427,664

固定負債合計 23,564,119 25,035,873

負債合計 41,483,212 43,070,946

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,215,035 1,215,035

資本剰余金 896,174 896,174

利益剰余金 6,241,292 5,782,505

自己株式 △46,562 △45,203

株主資本合計 8,305,940 7,848,512

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,456,456 3,485,337

評価・換算差額等合計 2,456,456 3,485,337

少数株主持分 2,706,723 2,662,609

純資産合計 13,469,120 13,996,459

負債純資産合計 54,952,333 57,067,405
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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 39,599,011

売上原価 33,523,662

売上総利益 6,075,348

販売費及び一般管理費 4,799,876

営業利益 1,275,472

営業外収益  

受取利息 13,279

受取配当金 193,637

負ののれん償却額 60,817

その他営業外収益 60,524

営業外収益合計 328,258

営業外費用  

支払利息 415,530

その他営業外費用 74,966

営業外費用合計 490,497

経常利益 1,113,233

特別利益  

固定資産処分益 1,911

貸倒引当金戻入額 5,824

その他特別利益 951

特別利益合計 8,687

特別損失  

固定資産処分損 3,963

投資有価証券評価損 99,133

会員権評価損 7,000

その他特別損失 2,135

特別損失合計 112,232

税金等調整前四半期純利益 1,009,688

法人税、住民税及び事業税 406,530

法人税等調整額 △1,022

法人税等合計 405,507

少数株主利益 82,329

四半期純利益 521,852
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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 12,917,084

売上原価 10,662,573

売上総利益 2,254,511

販売費及び一般管理費 1,607,841

営業利益 646,669

営業外収益  

受取利息 4,353

受取配当金 65,987

負ののれん償却額 20,272

その他営業外収益 17,644

営業外収益合計 108,256

営業外費用  

支払利息 140,557

その他営業外費用 41,589

営業外費用合計 182,146

経常利益 572,779

特別利益  

固定資産処分益 921

貸倒引当金戻入額 5,824

特別利益合計 6,745

特別損失  

固定資産処分損 910

投資有価証券評価損 8,709

その他特別損失 500

特別損失合計 10,120

税金等調整前四半期純利益 569,404

法人税、住民税及び事業税 61,183

法人税等調整額 78,421

法人税等合計 139,604

少数株主利益 30,671

四半期純利益 399,128
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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 1,009,688

減価償却費 1,995,104

のれん償却額 16,182

負ののれん償却額 △60,817

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,156

賞与引当金の増減額（△は減少） △242,439

退職給付引当金の増減額（△は減少） △91,323

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 26,639

受取利息及び受取配当金 △206,917

支払利息 415,530

固定資産処分損益（△は益） 2,051

会員権評価損 7,000

投資有価証券評価損益（△は益） 99,133

売上債権の増減額（△は増加） △660,506

たな卸資産の増減額（△は増加） 81,596

仕入債務の増減額（△は減少） △290,322

その他 22,323

小計 2,117,769

利息及び配当金の受取額 206,917

利息の支払額 △404,763

法人税等の支払額 △451,007

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,468,915

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △1,252,460

有形固定資産の売却による収入 7,018

無形固定資産の取得による支出 △17,168

投資有価証券の取得による支出 △840,703

その他 △24,568

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,127,882

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,763,973

短期借入金の返済による支出 △1,115,695

長期借入れによる収入 1,080,000

長期借入金の返済による支出 △1,514,587

長期未払金の返済による支出 △730,417

社債の発行による収入 733,241

社債の償還による支出 △561,000

自己株式の取得による支出 △1,359

配当金の支払額 △63,065

少数株主への配当金の支払額 △14,891

財務活動によるキャッシュ・フロー △423,800

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,930

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,096,699

現金及び現金同等物の期首残高 6,154,573

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,057,874
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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。 

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。 

  

〔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）      
（単位：千円） 

 
  

（注）1.事業区分の方法 
    日本産業標準分類を参考に、役務の種類・性質の類似性を考慮して区分しております。 
   2.各区分に属する主要な事業・役務の名称 
    海運事業・・・・・内航海運事業、外航海運事業、一般旅客フェリー事業、港湾運送事業の 
             海運周辺事業 
    ホテル事業・・・・北海道地区におけるリゾートホテル事業 
    不動産事業・・・・不動産の賃貸・管理事業 
   3.営業費用の共通費はすべてセグメント別に配賦しております。 

 〔事業の所在地別セグメント情報〕 

  当第３四半期連結累計期間において、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 

  超えるため所在地別セグメントの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において、海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、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） 

 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) セグメント情報

海運事業 ホテル事業 不動産事業 計 消去又は全社 連結

売上高

 (1)外部顧客に対する売上高 37,589,070 1,503,764 506,176 39,599,011 - 39,599,011

 (2)セグメント間の内部売上高 
      又は振替高 - - - - - -

計 37,589,070 1,503,764 506,176 39,599,011 - 39,599,011

営業利益 1,061,247 27,282 186,942 1,275,472 - 1,275,472

(6) 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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最近における四半期毎の業績の推移（連結） 
平成21年３月期 

 
  

平成20年３月期 

参 考

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

20年４月～20年6月 20年7月～20年９月 20年10月～20年12月 21年１月～21年３月

百万円 百万円 百万円 百万円

売  上  高 12,930 13,751 12,917

営 業 利 益 62 565 646

経 常 利 益 97 442 572

税金等調整前四半期純利益 54 385 569

  四半期純利益又は 
純損失（△）

△ 41 164 399

 １株当たり四半期純利益
又は純損失(△）

円 円 円 円

△ 3.34 13.11 31.77

百万円 百万円 百万円 百万円

総  資  産 58,256 57,205 54,952

純  資  産 14,933 13,845 13,469

円 円 円 円

１株当たり純資産 976.73 887.00 856.90

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

19年４月～19年6月 19年7月～19年９月 19年10月～19年12月 20年１月～20年３月

百万円 百万円 百万円 百万円

売  上  高 12,637 12,793 13,188 12,507

営 業 利 益 196 521 438 342

経 常 利 益 232 382 381 210

税金等調整前四半期純利益 229 426 554 47

四半期純利益又は 
純損失（△）

31 166 462 △ 273

１株当たり四半期純利益 
又は純損失（△）

円 円 円 円

2.48 13.21 36.77 △ 21.78

百万円 百万円 百万円 百万円

総  資  産 64,024 61,577 59,329 57,067

純  資  産 16,548 15,803 15,307 13,996

円 円 円 円

１株当たり純資産 1,097.12 1,041.85 994.07 901.97

栗林商船株式会社(9171)　平成21年3月期　第３四半期決算短信　

－10－




