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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）

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 ％

22年3月期第1四半期 2,502 △33.8 9 △10.1 △22 ― △35 ―
21年3月期第1四半期 3,782 ― 10 ― 4 ― △11 ―

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 △5.98 ―
21年3月期第1四半期 △1.84 ―

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 11,702 3,661 31.2 609.42
21年3月期 12,888 3,796 29.4 631.85

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,661百万円 21年3月期  3,796百万円

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 ― 0.00 ― 15.00 15.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 15.00 15.00

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   

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

第2四半期 
連結累計期間

5,700 △26.1 200 643.1 150 ― 50 ― 8.32

通期 11,500 △22.6 700 12.1 600 20.5 300 22.5 49.93

admi
新規スタンプ



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  無  

(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 
本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれておりま
す。世界経済・競合状況・為替・金利の変動等にかかわるリスクや不安定要因により、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。 
なお、業績予想に関する事項は、４ページの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 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 6,050,000株 21年3月期  6,050,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  42,305株 21年3月期  42,205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 6,007,793株 21年3月期第1四半期 6,009,393株



    

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、世界経済の回復や大規模な景気対策により製造業における生

産や輸出の持ち直しを受け、景気は下げ止まりの兆しを見せ始めましたが、企業収益の減少や雇用・所得環境の悪化

などにより、依然として厳しい状況が続いております。このような環境の下、当社グループの当第１四半期連結累計

期間の売上高は25億２百万円(前年同期比12億８千万円 33.8%減）、営業利益９百万円(前年同期比１百万円 10.1%

減)、経常損失２千２百万円(前年同期は経常利益４百万円）、四半期純損失３千５百万円(前年同期は四半期純損失

１千１百万円）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。 

 海運事業につきましては、洋上転載による運搬量は日本籍遠洋延縄まぐろ漁船の減船、また漁獲の低迷もあいまっ

て減少し大変厳しい環境が続いております。昨年より１隻少ない船腹量での対応にてきめ細かな集荷体制と短期航路

を効率的に組み合わせることにより収支重視の運航を行い、売上高の確保と収益の改善に努めました。期中では海外

子会社所有の２隻の修繕ドックの費用計上と貸渡船として所有しているケミカルタンカーの傭船料収入が円高の影響

により減少となりましたが、売上高12億２千８百万円(前年同期比７千３百万円 6.3%増）、営業利益５千２百万円

(前年同期は営業損失１千１百万円）となりました。 

  貿易事業につきましては、従来のコア・ビジネスであるまぐろ関連事業が魚価安、不漁などにより厳しい環境下に

ありますが、燃油価格の下落の影響から外国籍遠洋延縄まぐろ漁船の稼働率が若干向上したことによりまぐろ委託輸

入、漁船関連資材販売および国産水産物の輸出販売は概ね順調に推移いたしました。水産加工食品関連販売につきま

しては、経済環境が回復しないなか、消費減退に伴い値下げ圧力が強まる市場環境と取引先の信用低下により、売上

金額、数量とも落ち込みが大きく影響を受けました。さらに、昨年度は売上に大きな比重を占めました蓄養まぐろ販

売も市況の悪化を考慮して自粛いたしました。結果として、売上高８億２千２百万円(前年同期比９億９千３百万円 

54.7%減）、営業利益は１千６百万円(前年同期比６千万円 78.2%減）となりました。  

 洋上給油事業につきましては、昨年実施されました減船の影響を受け、主顧客である日本籍まぐろ延縄漁船の稼働

の悪化に伴い給油量を調整しましたが、販売単価の切り下げもありまして、売上高４億４千９百万円(前年同期比３

億６千万円 44.5%減）、営業利益８百万円(前年同期比７百万円 46.8%減）となりました。 

 その他事業の不動産賃貸事業は、昨年同様の賃貸契約により、売上高１百万円(前年同期比０百万円 7.3%増）、営

業利益０百万円(前年同期比０百万円 1.0%増）となりました。 

  

 所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 日本につきましては、昨年度大きな比重を占めておりました蓄養まぐろ販売を市況の悪化を考慮し自粛したこと、

さらに洋上給油事業における燃油価格の下落により、売上高24億４百万円(前年同期比13億９千７百万円 36.7%減）

となりましたが収支重視の運航に努め、また燃料費下落の影響も受け、営業利益１億１千９百万円(前年同期比３千

５百万円 41.7%増）となりました。  

 パナマにつきましては、従来からの超低温冷蔵船の傭船料収入に加えケミカルタンカーの傭船料収入があらたに加

わり、売上高３億６千１百万円（前年同期比１億１千万円 44.2%増）となりましたが、超低温冷蔵船２隻の修繕ドッ

ク費用とケミカルタンカーの傭船料収入が円高の影響を受けたことにより営業損失３千９百万円（前年同期は営業損

失４百万円）となりました。 

 台湾につきましては、台湾国内における超低温冷蔵船への集荷口銭および貿易業務代行手数料を主な売上としてお

りますが、当第１四半期連結累計期間においてはおもに貿易業務代行手数料により売上高２百万円（前年同期比３百

万円 61.1%減）営業損失５百万円（前年同期は営業損失０百万円）となりました。 

  

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



① 資産、負債および純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末は、総資産が前期末に比べ11億８千６百万円減少し、117億２百万円となりました。

このうち流動資産は前期末に比べ10億３百万円減少し62億７千９百万円となりました。これは受取手形・海運業未収

入金及び売掛金３億１百万円、商品及び製品１億９千万円の減少などがあったことによるものです。固定資産は前期

末に比べ１億８千２百万円減少し54億２千３百万円となりました。これは船舶の減価償却による１億３千８百万円の

減少などがあったことによるものです。 

 負債は、前期末に比べ10億５千１百万円減少し、80億４千１百万円となりました。これは流動負債にて短期借入金

５億１千万円、未払法人税等２億５千万円、固定負債にて社債１億３千万円の減少などがあったことによるもので

す。 

 純資産は、前期末に比べ１億３千４百万円減少し、36億６千１百万円となりました。これは利益剰余金１億２千６

百万円の減少などがあったことによるものです。この結果、総資産の減少もあり自己資本比率は1.8％上昇し31.2％

になりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という）は、前第１四半期末に比べて１

億５千８百万円増加し８億５千３百万円となりました。また前連結会計年度末に比べ６千１百万円増加いたしまし

た。 

 その内訳は、営業活動による資金では３億６千９百万円の収入（前年同期５億８千２百万円の支出）となりまし

た。これは前第１四半期に蓄養関連事業への前渡金の増加11億１千９百万円などがあったことなどによります。 

 投資活動による資金では４億８千１百万円の収入（前年同期８億８千万円の支出）となりました。これは前第１四

半期は有形固定資産の取得による支出８億６千７百万円などがあったことと、当第１四半期では貸付金の回収による

収入４億４千３百万円などがあったことなどによります。 

 財務活動による資金では７億６千９百万円の支出（前年同期13億７百万円の収入）となりました。これは前第１四

半期はおもに固定資産の取得による借入金収入があったこと、当第１四半期ではおもに短期運転資金の返済があった

ことによります。  

  

 当社グループは、経営を取巻く環境は依然厳しいと予測しておりますが、当第１四半期連結累計期間は計画通りに

推移しておりますので、当第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想については、平成21年５月13日に公表した連

結業績予想を変更しておりません。 

  

  

  該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。  

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

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



５．四半期連結財務諸表 
（１）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) 

海運業収益 1,155,306 1,228,904

海運業費用 1,113,362 1,121,369

海運業利益 41,943 107,535

貿易業収益 1,815,730 822,469

貿易業費用 1,692,456 773,211

貿易業利益 123,273 49,258

洋上給油事業収益 810,743 449,750

洋上給油事業費用 792,041 438,369

洋上給油事業利益 18,702 11,381

その他事業収益 1,035 980

その他事業費用 220 218

その他事業利益 814 762

売上総利益 184,734 168,937

販売費及び一般管理費 174,231 159,498

営業利益 10,502 9,439

営業外収益   

受取利息 1,595 10,754

受取配当金 2,925 2,638

有価証券評価益 2,518 4,281

デリバティブ評価益 64,320 1,748

持分法による投資利益 － 9,028

その他 1,757 90

営業外収益合計 73,117 28,542

営業外費用   

支払利息 21,590 36,736

為替差損 25,550 21,435

持分法による投資損失 23,203 －

その他 9,025 1,930

営業外費用合計 79,370 60,101

経常利益又は経常損失（△） 4,250 △22,120

特別利益   

貸倒引当金戻入額 9,959 9,171

特別利益合計 9,959 9,171

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（△）

14,210 △12,949

法人税、住民税及び事業税 499 1,738

法人税等調整額 24,816 21,289

法人税等合計 25,315 23,027

四半期純損失（△） △11,105 △35,976



（２）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 975,770 964,070

受取手形・海運業未収金及び売掛金 2,130,734 2,432,619

有価証券 54,304 50,022

商品及び製品 410,488 601,003

原材料及び貯蔵品 314,186 237,913

立替金 648,931 801,048

前渡金 1,396,303 1,414,516

繰延税金資産 14,366 31,931

その他 352,878 772,889

貸倒引当金 △18,733 △23,376

流動資産合計 6,279,229 7,282,639

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 4,272,252 4,410,503

建物及び構築物（純額） 187,554 189,988

その他（純額） 7,454 8,295

土地 315,784 315,784

有形固定資産合計 4,783,046 4,924,572

無形固定資産 5,919 5,461

投資その他の資産   

投資有価証券 123,412 114,694

長期貸付金 299,900 347,592

繰延税金資産 101,369 108,564

その他 208,573 209,903

貸倒引当金 △98,945 △104,817

投資その他の資産合計 634,310 675,938

固定資産合計 5,423,276 5,605,972

資産合計 11,702,505 12,888,611



（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   

海運業未払金及び買掛金 926,545 1,088,194

1年内償還予定の社債 430,000 430,000

短期借入金 1,628,880 2,139,480

前受収益 41,271 122,013

未払法人税等 3,025 253,975

賞与引当金 3,250 21,924

役員賞与引当金 2,000 15,000

その他 522,406 347,495

流動負債合計 3,557,378 4,418,084

固定負債   

社債 660,000 790,000

長期借入金 3,433,270 3,490,740

退職給付引当金 154,939 161,581

役員退職慰労引当金 117,080 112,954

その他 118,627 119,218

固定負債合計 4,483,916 4,674,493

負債合計 8,041,295 9,092,577

純資産の部   

株主資本   

資本金 890,000 890,000

資本剰余金 961,593 961,593

利益剰余金 1,882,500 2,008,594

自己株式 △14,445 △14,421

株主資本合計 3,719,648 3,845,765

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19,110 13,959

繰延ヘッジ損益 △121,844 △118,674

為替換算調整勘定 44,296 54,983

評価・換算差額等合計 △58,437 △49,730

純資産合計 3,661,210 3,796,034

負債純資産合計 11,702,505 12,888,611



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

14,210 △12,949

減価償却費 76,404 142,626

持分法による投資損益（△は益） 23,203 △9,028

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,138 △10,513

賞与引当金の増減額（△は減少） △20,357 △18,674

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,000 △13,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,046 △6,642

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,670 4,126

受取利息及び受取配当金 △1,595 △13,392

支払利息 18,395 36,736

有価証券評価損益（△は益） △2,518 △4,281

デリバティブ評価損益（△は益） △64,320 △1,748

為替差損益（△は益） 4,486 22,072

売上債権の増減額（△は増加） 397,224 304,535

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,398 114,241

前渡金の増減額（△は増加） △1,119,140 18,213

仕入債務の増減額（△は減少） 4,578 △150,333

その他 333,331 237,874

小計 △354,917 639,862

利息及び配当金の受取額 1,511 20,205

利息の支払額 △16,574 △38,006

法人税等の支払額 △212,248 △252,688

営業活動によるキャッシュ・フロー △582,228 369,372

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 50,000

有形固定資産の取得による支出 △867,500 △12,115

貸付けによる支出 △53,996 －

貸付金の回収による収入 41,161 443,815

その他 － △32

投資活動によるキャッシュ・フロー △880,335 481,667

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） 449,000 △500,000

長期借入れによる収入 645,700 100,000

長期借入金の返済による支出 △137,691 △168,070

社債の発行による収入 500,000 －

社債の償還による支出 △80,000 △130,000

配当金の支払額 △69,085 △71,587

その他 △33 △23

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,307,890 △769,681

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,564 △19,659

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △157,239 61,699

現金及び現金同等物の期首残高 852,479 792,080

現金及び現金同等物の四半期末残高 695,240 853,780



 該当事項はありません。 

  

 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） 

 （注）１．事業区分は主たる業務内容によって区分しております。 

２．各事業の主な内容 

(1）海運事業……超低温冷蔵船運航及び超低温冷蔵船傭船業務、蓄養まぐろ加工運搬業務、船舶貸渡業務 

(2）貿易事業……輸出入貿易業務、冷凍まぐろ輸入代行業務 

(3）洋上給油事業……漁船向け燃油給油業務 

(4）その他事業……不動産賃貸業務 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
海運事業 
（千円） 

貿易事業 
（千円） 

洋上給油事
業（千円）

その他事業
（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 
 1,155,306  1,815,730  810,743  1,035  3,782,815  －  3,782,815

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  660  660 (660)  －

計  1,155,306  1,815,730  810,743  1,695  3,783,475 (660)  3,782,815

営業利益又は営業損失(△)  △11,161  77,182  15,569  934  82,524 (72,021)  10,502

  
海運事業 
（千円） 

貿易事業 
（千円） 

洋上給油事
業（千円）

その他事業
（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 
 1,228,904  822,469  449,750  980  2,502,105  －  2,502,105

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  840  840 (840)  －

計  1,228,904  822,469  449,750  1,820  2,502,945 (840)  2,502,105

営業利益  52,640  16,801  8,271  944  78,657 (69,217)  9,439



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） 

 （注）１．国又は地域の区分は国によっております。 

   

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） 

 （注）１．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域に所在する販売先への売上高であります。 

    ２．国又は地域の区分は、国によっております。 

    ３．その他の地域には大韓民国、ベトナム社会主義共和国などが含まれております。   

  

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） 

  （注）１．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域に所在する販売先への売上高であります。 

     ２．国又は地域の区分は、国によっております。 

     ３．その他の地域には大韓民国、オランダ王国などが含まれております。   

  

 該当事項はありません。 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
パナマ 

（千円） 
台湾 

（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  3,782,815  －  －  3,782,815  －  3,782,815

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 19,286  250,260  5,561  275,109 (275,109)  －

計  3,802,101  250,260  5,561  4,057,924 (275,109)  3,782,815

営業利益又は営業損失(△)  84,217  △4,067  △835  79,314 (68,811)  10,502

  
日本 

（千円） 
パナマ 

（千円） 
台湾 

（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  2,379,516  122,589  －  2,502,105  －  2,502,105

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 24,782  238,510  2,160  265,452 (265,452)  －

計  2,404,298  361,099  2,160  2,767,558 (265,452)  2,502,105

営業利益又は営業損失(△)  119,374  △39,578  △5,278  74,517 (65,077)  9,439

〔海外売上高〕

  台湾 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  609,226  134,442  743,669

Ⅱ 連結売上高（千円）  3,782,815

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  16.10  3.55  19.65

  台湾 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  535,314  508,541  1,043,855

Ⅱ 連結売上高（千円）  2,502,105

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  21.39  20.32  41.71

（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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