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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 17,241 △20.6 77 △89.9 9 △98.7 △135 ―

21年3月期第2四半期 21,717 ― 764 ― 725 ― 401 ―

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2四半期 △4.71 ―

21年3月期第2四半期 13.89 13.86

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2四半期 36,177 12,209 33.4 418.23
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2四半期  12,086百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 2.00

22年3月期 
（予想）

― 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 35,024 △13.6 149 △86.6 91 △90.0 △135 ― △4.67
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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） 

(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2四半期 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2四半期  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2四半期 28,899,616株 21年3月期第2四半期 28,899,608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２四半期連結累計期間のわが国経済は、実質ＧＤＰ成長率が増加に転じるなど、世界同時不

況後の景気後退から回復しつつあるものの、個人消費や設備投資など民間の回復にまでは至ってお

らず、雇用環境も引き続き深刻な状況にあり、先行きについては依然、予断を許さない状況にあり

ます。 

物流業界におきましては、国内外における景気刺激策や在庫調整圧力の緩和などの効果は一時的

なものに止まっており、建築資材をはじめとする国内貨物の荷動き、ロシアやモンゴル向けの貨物

などは引続き低迷しており、回復の兆しは見えておりません。 

このような非常に厳しい経営環境の下、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２四半期連結累計期間の営業収益は172億4千1百万円と前年同期に比べ44億7千5百

万円（20.6％）の減収となり、営業利益は7千7百万円と前年同期に比べ6億8千7百万円（89.9％）の

減益、経常利益は9百万円と前年同期に比べ7億1千5百万円（98.7％）の減益となりました。また四

半期純損失については1億3千5百万円となりました。 

 

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、ロシアをはじめとするＣＩＳ地域向けのパイ

プ・建設機械の輸送取扱量が大幅に減少しました。 

一方、国内貨物においても、連結子会社の増加に伴う営業収益の増加はあったものの、ガラ

ス・セメント・鋼材等の各種建材関連資材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121億4百万円と前年同期に比べ33億7千2百万円

（21.8％）の減収となり、営業利益は3億6千5百万円と前年同期に比べ6億5千7百万円（64.3％）

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、外航貨物船における新規輸送物件受注に伴う増収はあったものの、

セメント需要の落ち込みにより内航セメント船の取扱量が減少し、また環境関連事業として取組

んでおります産業廃棄物の取扱量も減少しました。しかしながら、用船コスト及び修繕費の削減

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48億7千万円と前年同期に比べ11億1千9百万円

（18.7％）の減収となりましたが、営業利益は2億1千8百万円と前年同期に比べ2百万円

（1.4％）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増加、修繕費及び減価償却費

の減少等により増収増益となりました。 

これらの結果、営業収益は2億6千6百万円と前年同期に比べ1千6百万円（6.4％）の増収となり、

営業利益は2億3百万円と前年同期に比べ3千万円（17.5％）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6億2千2百万円減少の361億7千7百万円（1.7％減）となりま

した。主な要因は、時価評価差額の増加等により投資有価証券が2億2千9百万円増加したものの、現

金及び預金が3億4千1百万円、受取手形及び営業未収入金が2億1千4百万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4億6千8百万円減少の239億6千7百万円（1.9％減）となりま

した。主な要因は、短期借入金が3億7千1百万円増加したものの、営業未払金が1億1千7百万円、社

債が8千6百万円、長期借入金が6億5千万円それぞれ減少したこと等によります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1億5千3百万円減少の122億9百万円（1.2％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9千7百万円、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、四半期純損失の計上1億3千5百万円により

利益剰余金が2億5千1百万円減少、また少数株主持分が1千1百万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33.4％と前連結会計年度末に比べて0.2ポイントの増加となりました。 

 
 

 

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、世界同時不況から立ち直りつつあるものの、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、ロシアをはじめとするＣＩＳ地域並びにアジ

ア地域を中心とした国際貨物の輸送需要の動向に懸念が残るほか、国内貨物については、貨物取扱

量の回復の見込みは不透明であり、また顧客の物流合理化ニーズの引き続き高まることが予想され

ることから、予断を許さない状況にあると言えます。 

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、並びに更なるコスト削減に努め、厳しい

経済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

りました。 

しかしながら、景気回復基調の伸び悩みが貨物輸送量へ与える影響は期初の想定を遥かに超える

ものとなり、当第２四半期連結累計期間において期初業績予想数値を達成することができませんで

した。 

また今後第３四半期以降においても改善の見通しが立たず、減収減益が見込まれることから、通

期業績予想も併せて修正することとしました。 

詳細につきましては、本日平成21年10月30日公表の「業績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２四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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 2,613,454 2,955,050

受取手形及び営業未収入金 5,201,186 5,416,152

その他 971,807 1,231,170

貸倒引当金 △11,801 △18,170

流動資産合計 8,774,646 9,584,203

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,019,177 7,198,394

機械装置及び運搬具（純額） 216,581 274,276

船舶（純額） 2,751,005 2,730,410

土地 11,659,481 11,659,481

その他（純額） 451,363 360,395

有形固定資産合計 22,097,608 22,222,957

無形固定資産   

のれん 268,416 289,900

その他 1,430,083 1,426,860

無形固定資産合計 1,698,499 1,716,761

投資その他の資産   

投資有価証券 2,835,073 2,605,409

その他 845,883 743,585

貸倒引当金 △74,670 △73,204

投資その他の資産合計 3,606,286 3,275,790

固定資産合計 27,402,395 27,215,508

資産合計 36,177,041 36,799,712
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 3,627,679 3,744,921

短期借入金 5,003,311 4,631,847

1年内償還予定の社債 173,000 203,000

未払法人税等 179,109 70,823

賞与引当金 287,311 308,922

その他 1,980,848 2,091,931

流動負債合計 11,251,261 11,051,446

固定負債   

社債 810,500 897,000

長期借入金 6,938,305 7,588,664

退職給付引当金 1,753,025 1,788,103

役員退職慰労引当金 29,349 97,870

特別修繕引当金 213,115 181,415

その他 2,972,008 2,832,028

固定負債合計 12,716,304 13,385,083

負債合計 23,967,566 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 8,098,028 8,349,605

自己株式 △4,159 △4,156

株主資本合計 11,892,929 12,144,508

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 233,666 136,361

為替換算調整勘定 △39,772 △52,012

評価・換算差額等合計 193,893 84,348

少数株主持分 122,652 134,324

純資産合計 12,209,475 12,363,182

負債純資産合計 36,177,041 36,799,712
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収益 21,717,165 17,241,305

営業費用 19,707,930 15,854,015

営業総利益 2,009,235 1,387,290

販売費及び一般管理費   

従業員給料 454,042 490,620

賞与引当金繰入額 108,718 105,935

退職給付費用 33,782 41,804

役員退職慰労引当金繰入額 11,674 2,666

福利厚生費 109,856 119,719

貸倒引当金繰入額 393 －

減価償却費 24,356 23,561

その他 501,699 525,816

販売費及び一般管理費合計 1,244,522 1,310,123

営業利益 764,712 77,166

営業外収益   

受取利息 9,001 2,560

受取配当金 33,049 22,556

負ののれん償却額 2,011 －

持分法による投資利益 2,619 －

為替差益 21,550 －

受取保険金 － 29,473

その他 27,739 59,415

営業外収益合計 95,971 114,006

営業外費用   

支払利息 117,695 119,069

持分法による投資損失 － 24,743

その他 17,343 37,578

営業外費用合計 135,038 181,390

経常利益 725,645 9,782

特別利益   

固定資産売却益 10,397 4,924

貸倒引当金戻入額 － 2,491

特別利益合計 10,397 7,416

特別損失   

固定資産処分損 2,038 1,476

投資有価証券評価損 3,132 3,403

ゴルフ会員権評価損 3,270 －

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 1,990 －

環境対策費 9,776 －

その他 28,510 15,793

特別損失合計 48,718 20,672

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（△）

687,324 △3,474

法人税等 273,144 144,207

少数株主利益又は少数株主損失（△） 12,833 △11,702

四半期純利益又は四半期純損失（△） 401,346 △135,978
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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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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 15,476,768 5,989,813 250,583 21,717,165 － 21,717,165

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

14,849 － 20,208 35,057 （35,057） －

計 15,491,618 5,989,813 270,791 21,752,223 （35,057） 21,717,165

営業利益 1,023,594 215,793 173,022 1,412,410 （647,697） 764,712

(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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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 12,104,443 4,870,273 266,588 17,241,305 － 17,241,305

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

7,571 － 19,097 26,669 （26,669） －

計 12,112,014 4,870,273 285,686 17,267,975 （26,669） 17,241,305

営業利益 365,845 218,715 203,362 787,922 （710,755） 77,166

(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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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。 

 

東　海運株式会社（9380）　平成22年3月期　第２四半期決算短信

― 10 ―




