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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 8,493 △18.3 △6 ― △33 ― △91 ―

21年3月期第1四半期 10,389 ― 338 ― 335 ― 175 ―

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

22年3月期第1四半期 △3.16 ―

21年3月期第1四半期 6.07 6.06

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

22年3月期第1四半期 36,766 12,284 33.1 420.59
21年3月期 36,799 12,363 33.2 423.15

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  12,154百万円 21年3月期  12,228百万円

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

21年3月期 ― 6.00 ― 4.00 10.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

2.00 ― 3.00 5.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期 
連結累計期間

19,742 △9.1 300 △60.8 370 △49.0 247 △38.3 8.56

通期 40,000 △1.3 713 △36.1 743 △19.1 275 △33.3 9.53
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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）  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・財務情報等】「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） 

(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 

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。業績予想の前提となる条件等については、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」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 28,910,000株 21年3月期  28,910,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  10,384株 21年3月期  10,374株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 28,899,616株 21年3月期第1四半期 28,899,595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１四半期のわが国経済は、政府の財政出動による景気浮揚策により個人消費の一部に下げ止

まりの兆候が見えはじめたことから、昨秋からの世界同時不況の影響が 悪期を脱しつつあるとの

見方があるものの、雇用環境は依然として深刻であり、予断を許さない状況であります。 

物流業界におきましては、在庫調整の進捗や各国の景気対策の効果を背景に国内外の貨物輸送量

の回復が期待されましたが、ロシアやモンゴル向け、また建築資材をはじめとした国内貨物の荷動

きは依然として低調に推移しており、非常に厳しい経営環境となりました。 

このような環境の下、当社グループは「10中期経営計画」の2年目を迎え、重点施策である、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取組の強化に取り組んでまいりました。 

この結果、当第１四半期の連結業績は、営業収益が84億9千3百万円と前年同期に比べ18億9千6百

万円（18.3％）の減収となり、営業損失は6百万円、経常損失は3千3百万円となりました。また四半

期純損失については、9千1百万円となりました。 

 

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、前年同期は堅調であった中国・東南アジア向けの

海上コンテナの取扱量は微減に止まったものの、ロシア向けのパイプ・建設機械輸送の取扱量は大

幅に減少しました。 

国内貨物においては、連結子会社の増加による営業収益の増加があったものの、ガラス・セメン

ト・鋼材等の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59億4千6百万円と前年同期に比べ14億2千4百万円

（19.3％）の減収となり、営業利益は9千1百万円と前年同期に比べ3億7千9百万円（80.5％）の減

益となりました。 

 

② 海運事業 

海運事業におきましては、内航セメント船及び環境関連の産業廃棄物等の取扱量が減少したもの

の、外航貨物船における新規輸送案件による増収のほか、用船コストの圧縮及び修繕費の減少等に

より利益を確保しました。 

これらの結果、海運事業全体の営業収益は24億1千2百万円と前年同期に比べ4億7千6百万円

（16.5％）の減収となりましたが、営業利益は1億5千万円と前年同期に比べ5千3百万円（56.0％）

の増益となりました。 

 

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変更による賃料の増加及び修繕費等の減少によ

り増収増益となりました。 

これらの結果、営業収益は1億3千3百万円と前年同期に比べ3百万円（2.9％）の増収となり、営

業利益は1億2百万円と前年同期に比べ8百万円（8.7％）の増益となりました。 

 

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3千3百万円減少の367億6千6百万円（0.1％減）となりまし

た。主な要因は、現金及び預金が5億5千5百万円、時価評価差額の増加等により投資有価証券が2億8

千5百万円それぞれ増加したものの、受取手形及び営業未収入金が4億6千万円、流動資産のその他が

2億9千8百万円減少したほか、減価償却費の計上等により有形固定資産が1億3千4百万円、無形固定

資産が1千万円それぞれ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4千5百万円増加の244億8千1百万円（0.2％増）となりまし

た。主な要因は、営業未払金が3億8百万円、長期借入金が3億5千4百万円それぞれ減少したものの、

短期借入金が6億1千万円、賞与引当金が1億6千8百万円増加したこと等によります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ7千8百万円減少の122億8千4百万円（0.6％減）となりま

した。主な要因は、その他有価証券評価差額金が1億2千万円、為替換算調整勘定が1千2百万円それ

ぞれ増加したものの、配当金の支払い1億1千5百万円、当期純損失の計上9千1百万円により利益剰余

金が2億6百万円減少、また少数株主持分が4百万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33.1％と前連結会計年度末に比べて0.1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、世界同時不況の 悪期を脱しつつあるものの、本格的な回復についてはま

だ暫く時間を要するものと予想されます。 

当社グループを取り巻く事業環境につきましても、ロシア並びにアジア地域を中心とした国際貨

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貨物取扱いの回復見込みが不透明であ

り、また顧客の物流合理化ニーズの高まりや輸送コストの上昇等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、「10中期経営計画」の2年目となる当期において当社グループでは経営の効

率化を図るべく、不採算部門の改善、営業部門の強化並びにコスト削減に努め、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り、景気回復基調か

らの飛躍に備える所存であります。 

なお、当第１四半期の業績は当初予想に対して減収減益となりましたが、営業活動の強化並びに

各種コストの削減策を講じることにより、通期業績は概ね当初予想通り進捗するものと想定してお

ります。従いまして、平成21年５月12日に公表した業績予想につきましては、現時点で公表値を変

更しておりません。 

 

 

東　海運株式会社（9380）　平成22年3月期　第１四半期決算短信

― 4 ―



 

 

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１四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 

該当事項はありません。 
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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：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,510,302 2,955,050

受取手形及び営業未収入金 4,956,020 5,416,152

その他 932,759 1,231,170

貸倒引当金 △10,139 △18,170

流動資産合計 9,388,943 9,584,203

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,087,903 7,198,394

機械装置及び運搬具（純額） 247,370 274,276

船舶（純額） 2,695,240 2,730,410

土地 11,659,481 11,659,481

その他（純額） 398,669 360,395

有形固定資産合計 22,088,664 22,222,957

無形固定資産   

のれん 279,158 289,900

その他 1,427,519 1,426,860

無形固定資産合計 1,706,677 1,716,761

投資その他の資産   

投資有価証券 2,891,358 2,605,409

その他 762,589 743,585

貸倒引当金 △71,973 △73,204

投資その他の資産合計 3,581,974 3,275,790

固定資産合計 27,377,316 27,215,508

資産合計 36,766,260 36,799,712
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 3,436,797 3,744,921

短期借入金 5,242,079 4,631,847

1年内償還予定の社債 203,000 203,000

未払法人税等 70,669 70,823

賞与引当金 477,115 308,922

その他 1,910,228 2,091,931

流動負債合計 11,339,890 11,051,446

固定負債   

社債 897,000 897,000

長期借入金 7,234,235 7,588,664

退職給付引当金 1,785,950 1,788,103

役員退職慰労引当金 99,517 97,870

特別修繕引当金 197,265 181,415

その他 2,928,101 2,832,028

固定負債合計 13,142,070 13,385,083

負債合計 24,481,960 24,436,530

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 1,505,049

利益剰余金 8,142,724 8,349,605

自己株式 △4,159 △4,156

株主資本合計 11,937,624 12,144,508

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 256,555 136,361

為替換算調整勘定 △39,272 △52,012

評価・換算差額等合計 217,283 84,348

少数株主持分 129,392 134,324

純資産合計 12,284,300 12,363,182

負債純資産合計 36,766,260 36,799,712
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業収益 10,389,671 8,493,217

営業費用 9,430,002 7,825,783

営業総利益 959,669 667,433

販売費及び一般管理費   

従業員給料 217,688 242,334

賞与引当金繰入額 60,758 58,838

退職給付費用 18,036 20,671

役員退職慰労引当金繰入額 8,566 1,646

福利厚生費 52,141 58,648

貸倒引当金繰入額 119 －

減価償却費 12,116 10,867

その他 251,698 280,502

販売費及び一般管理費合計 621,125 673,509

営業利益又は営業損失（△） 338,544 △6,076

営業外収益   

受取利息 1,011 1,021

受取配当金 27,457 17,086

負ののれん償却額 1,005 －

持分法による投資利益 6,795 －

為替差益 14,861 25,027

その他 13,430 30,107

営業外収益合計 64,561 73,243

営業外費用   

支払利息 59,117 63,086

持分法による投資損失 － 2,217

その他 8,220 35,634

営業外費用合計 67,337 100,939

経常利益又は経常損失（△） 335,768 △33,771

特別利益   

固定資産売却益 710 4,208

貸倒引当金戻入額 － 7,964

特別利益合計 710 12,172

特別損失   

固定資産処分損 622 225

投資有価証券評価損 － 3,403

その他 28,510 1,413

特別損失合計 29,133 5,041

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

307,346 △26,641

法人税等 126,570 69,590

少数株主利益又は少数株主損失（△） 5,245 △4,948

四半期純利益又は四半期純損失（△） 175,530 △91,283
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

 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】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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 7,371,050 2,889,072 129,548 10,389,671 － 10,389,671

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

8,524 － 10,104 18,628 （18,628） －

計 7,379,575 2,889,072 139,652 10,408,300 （18,628） 10,389,671

営業利益 471,005 96,308 94,371 661,685 （323,140） 338,544

(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 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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 5,946,975 2,412,888 133,353 8,493,217 － 8,493,217

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

4,111 － 9,548 13,659 （13,659） －

計 5,951,087 2,412,888 142,902 8,506,877 （13,659） 8,493,217

営業利益又は営業損失(△) 91,899 150,217 102,550 344,668 （350,744） △6,076

(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 
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【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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。 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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。 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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 

 該当事項はありません。 
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