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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出の一部持ち直しおよび自動車・電機業界の在庫
調整が進み減産が緩和されるなどの動きが見られたものの、落ち込んでいる雇用の回復の遅れや民間設備
投資・個人消費の低迷など依然厳しい状況が続いております。 
 このような状況のもと、当社グループの中核である内航海運事業においては、主要荷主である鉄鋼メー
カーの粗鋼生産量は中国向け輸出の増加により徐々に回復しておりますが、一方、平成２１年度のセメン
ト国内需要は、建設業関連では民間の需要や公共投資関連工事が依然として低迷しており、前年度を下回
る４，３００万トンと予想され低レベルで推移しております。 
 内航海運市況は、粗鋼生産の回復により半製品、副原料等の鉄鋼原料輸送は増加しているものの、鋼材
製品は依然として国内需要の低迷が続いており前年同期比で大幅な輸送量の減少となっております。電力
関連貨物の石炭灰等も石炭火力発電所の稼動が前年より落ち込んだことにより、荷動きは減少しました。
また一般貨物の荷動きも引き続き低調でした。 
 ＬＰＧ等のタンクローリー輸送事業は、前年同期並みの輸送量が維持できたことと、燃料油の値下がり
による運行費等の減少により、前年同期に比べ営業損益は改善しました。 
 以上により、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は67億14百万円、営業利益１億35百万
円、経常利益１億13百万円、四半期純利益は50百万円となりました。 
  

当第２四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産104億22百万円（前連結会計年度末比
11億４百万円の減少）、負債59億10百万円（前連結会計年度末比11億69百万円の減少）、純資産45億12百
万円（前連結会計年度末比64百万円の増加）となりました。 
 流動資産については、現金及び預金の減少８億９百万円および未収消費税等の減少１億14百万円等によ
り９億60百万円減少し、固定資産については、減価償却の実施等による有形固定資産の減少２億40百万円
および株式市場の回復に伴う投資有価証券評価差額の増加83百万円等により１億44百万円の減少となりま
した。 
 流動負債については、短期借入金の返済12億円等により11億11百万円減少し、固定負債については、長
期借入金の返済１億４百万円および特別修繕引当金の増加41百万円等により58百万円の減少となりまし
た。 
 純資産については、四半期純利益の計上50百万円、株式市場の回復に伴う有価証券評価差額金の増加49
百万円および配当実施による利益剰余金の減少59百万円等により64百万円の増加となりました。 
  
  

当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比較して８
億49百万円減少し、15億31百万円となりました。当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フロー
の状況は次のとおりであります。 
  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動によるキャッシュ・フローは６億５百万円の収入（前年同期は、80百万円の収入）となり、
前年同期と比較して５億24百万円の増加となりました。収入の要因は主として、税金等調整前四半期純
利益の計上１億13百万円、営業債務の増加96百万円、消費税等の還付金額１億14百万円および減価償却
の実施３億44百万円による資金の増加、並びに、利息の支払額41百万円、法人税等の支払額71百万円に
よる資金の減少によるものであります。 
  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動によるキャッシュ・フローは、１億10百万円の支出（前年同期は、20億１百万円の支出）と
なりました。支出の要因は主として、船舶の取得１億１百万円によるものであります。 
  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動によるキャッシュ・フローは、13億69百万円の支出（前年同期は、19億83百万円の収入）と
なり、前年同期と比較して33億52百万円の資金の減少となりました。支出の要因は主として、短期借入
金の返済12億円および長期借入金の返済１億６百万円によるものであります。 
  

・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
(1)資産、負債及び純資産の状況

(2) キャッシュ・フローの状況
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当期（平成22年3月期）の業績予想につきましては、平成21年10月30日付け「平成22年3月期業績予想
の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
  

  

該当事項はありません。 
  

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を期間按分して算定す 
 る方法によっております。 
②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  
  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、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。 

  

該当事項はありません。 
  

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
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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） 
 該当事項はありません。 

  

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） 
 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) 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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(百万円未満切捨て) 

 (％表示は対前年同四半期増減率)   

   

   

 

 
 

(％表示は、対前期増減率) 

 
(注) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 

  

  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を前提として算出したものであり、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。 

6. その他の情報 

「参考」個別業績の概要

1. 平成22年3月期第２四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日）
 (1) 経営成績(累計)

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２四半期 6,123 △30.0 138 △70.2 114 △74.6 49 △79.3
21年３月期第２四半期 8,745 ─ 465 ─ 451 ─ 239 ─

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 20 ― ―
 21年３月期第２四半期 20 31 ― ―

 (2) 財政状態

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 9,608 4,042 42.1 342 62
 21年３月期 10,863 4,007 36.9 339 60
(参考) 自己資本 22年３月期第2四半期 4,042百万円  21年３月期 4,007百万円

2. 平成22年３月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

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 12,600 △20.5 500 21.4 450 23.8 240 45.8 20 34

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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「参考」  
  
（要約）当第２四半期損益計算書（個別） 
  

 
  

  

  

  

  

（単位:千円）

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間
（自 平成20年４月１日  （自 平成21年４月１日  
   至 平成20年９月30日）    至 平成21年９月30日）

海運業収益

運賃 8,326,133 5,768,663

貸船料 184,274 236,318

その他 235,176 118,833

海運業収益合計 8,745,584 6,123,815

海運業費用

運航費 2,386,597 1,087,331

船費 965,404 889,720

借船料 4,336,418 3,448,365

その他 1,346 851

海運業費用合計 7,689,766 5,426,269

海運業利益 1,055,817 697,546

一般管理費 590,606 558,843

営業利益 465,211 138,702

営業外収益 18,288 15,247

営業外費用 32,349 39,467

経常利益 451,150 114,483

特別損失 8,933 －

税引前四半期純利益 442,217 114,483

法人税、住民税及び事業税 85,968 96,200
法人税等調整額 116,588 △31,312
四半期純利益 239,661 49,595
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