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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）

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 20,917 △21.6 △324 ― △404 ― △1,184 ―

21年3月期第2四半期 26,681 ― 628 ― 540 ― 122 ―

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 △94.29 ―

21年3月期第2四半期 9.77 ―

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 52,752 11,491 16.7 701.22
21年3月期 51,075 12,213 18.5 752.48

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  8,805百万円 21年3月期  9,450百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 5.00 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  
 

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 42,500 △20.3 200 △86.7 100 △91.7 50 △87.0 3.98
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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、4ページ 【定性的情報・財務諸表等】  4．その他 （2） 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 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 12,739,696株 21年3月期  12,739,696株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  182,514株 21年3月期  180,188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 12,558,271株 21年3月期第2四半期 12,565,139株
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当第1四半期のわが国経済は、世界経済がやや回復傾向にある中で、いまだ個人消費や設備投資の冷え
込みが続き、輸出の回復も見えず、雇用不安も継続し、景気は依然として低調なまま推移しております。
このような状況の下、当社グループは荷動き悪化による収益の減少及び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り、定時出航による燃料油消費削減に努めましたが、燃料油価格の上昇が
燃料油価格変動調整金制度の範囲外であったため、運航コスト増がそのまま業績に影響を与えました。ホ
テル事業においては前期より引続く海外旅行客の減少や、景気不安からの個人消費の減少が続き、集客増
に努めましたが業績は低調な状況となりました。不動産事業は順調に推移いたしました。 

「海運事業」 
第1四半期より継続した燃料油価格高騰に伴う輸送コスト増及び景気低迷に伴う輸送雑貨の減少の影響が
あり、売上高は前第2四半期連結累計期間比5,623百万円減（22.2％減）の19,737百万円となり、営業費用
は燃料油価格高騰の影響により前第2四半期連結累計期間比4,700百万円減（18.9％減）の20,182百万円と
なったため、営業利益は前第2四半期連結累計期間比922百万円減の△445百万円となりました。 

「ホテル事業」 
景気先行き不安の継続により、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2四
半期連結累計期間比98百万円減（10.0％減）の885百万円となり、営業コストの削減に努めたものの営業
費用は前第2四半期連結累計期間比66百万円減（7.1％減）の878百万円となったため、第1四半期営業損失
だったものが、営業利益は前第2四半期連結累計期間比31百万円減（80.3％減）の7百万円となりました。

「不動産事業」 
安定した業績は継続しており、売上高は前第2四半期連結累計期間比2百万円増（0.8％増）の339百万円と
なり、営業費用は前第2四半期連結累計期間比並の226百万円となったため、営業利益は前第2四半期連結
累計期間並の113百万円と安定した業績を継続しております。 
  
以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は20,917百万円（前第2四半期連結累計期間比5,764百万
円減 21.6％減）、営業利益は△324百万円（前第２四半期連結累計期間比953百万円減）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205百万円増加の15,312百万円となりました。これは現金及び預
金が269百万円の増加したことによります。 
固定資産は前連結会計年度に比べて1,468百万円増加の37,398百万円となりました。これは船舶が112百万
円、建物及び構築物が135百万円、機械装置及び運搬具が156百万円減少、投資有価証券が555百万円、建
設仮勘定が1,442百万円増加したことによります。 

  

（負債） 
流動負債は前連結会計年度末に比べて1,278百万円増加し、18,715百万円となりました。これは短期借入
金が818百万円、支払手形及び買掛金が268百万円増加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1,121百万円増加し、22,546百万円となりました。これは長期借
入金が1,511百万円、繰延税金負債が357百万円増加し、社債が221百万円、長期未払金が455百万円、退職
給付引当金が64百万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722百万円減少し、11,491百万円となりました。これは、その
他有価証券評価差額金が631百万円増加し、利益剰余金が1,247百万円減少したことによります。 

  

本日公表した業績予想の修正から、平成22年３月期第２四半期連結累計期間及び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。 
  

①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。 

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 

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。 

  

該当事項はありません。 

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 5,412,034 5,142,993

受取手形及び売掛金 9,071,638 9,213,000

商品及び製品 47,227 34,238

原材料及び貯蔵品 199,905 155,996

繰延税金資産 196,940 219,536

その他流動資産 393,086 366,509

貸倒引当金 △8,186 △25,106

流動資産合計 15,312,646 15,107,168

固定資産   

有形固定資産   

船舶 19,067,567 18,344,805

減価償却累計額 △9,537,662 △8,702,870

船舶（純額） 9,529,904 9,641,934

建物及び構築物 20,112,670 20,041,250

減価償却累計額 △14,214,072 △14,007,031

建物及び構築物（純額） 5,898,598 6,034,218

機械装置及び運搬具 7,830,022 8,009,118

減価償却累計額 △7,041,295 △7,063,649

機械装置及び運搬具（純額） 788,727 945,468

土地 7,564,882 7,564,882

リース資産 129,933 63,627

減価償却累計額 △14,298 △4,053

リース資産（純額） 115,634 59,573

建設仮勘定 2,026,920 584,372

その他有形固定資産 1,592,013 1,559,201

減価償却累計額 △1,353,141 △1,314,239

その他有形固定資産（純額） 238,872 244,961

有形固定資産合計 26,163,539 25,075,412

無形固定資産   

借地権 1,033,258 1,033,258

ソフトウエア 94,924 71,907

のれん 349,730 360,518

その他無形固定資産 22,739 25,916

無形固定資産合計 1,500,652 1,491,600

投資その他の資産   

投資有価証券 8,058,642 7,503,445

長期貸付金 11,204 7,685

繰延税金資産 532,314 662,973

保険積立金 645,195 669,083

その他長期資産 642,654 559,367

貸倒引当金 △155,849 △39,621

投資その他の資産合計 9,734,161 9,362,934

固定資産合計 37,398,353 35,929,947

繰延資産   

社債発行費 41,668 37,906

繰延資産合計 41,668 37,906

資産合計 52,752,669 51,075,022
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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   

支払手形及び買掛金 5,828,908 5,560,251

短期借入金 6,812,132 5,993,935

1年内返済予定の長期借入金 2,292,130 2,136,810

1年内期限到来予定のその他の固定負債 1,028,735 1,036,438

1年内償還予定の社債 1,306,167 1,368,667

リース債務 28,721 13,361

未払法人税等 149,464 143,650

賞与引当金 378,342 379,803

その他流動負債 890,659 803,489

流動負債合計 18,715,261 17,436,407

固定負債   

社債 3,423,165 3,644,998

長期借入金 7,445,186 5,933,996

長期未払金 5,647,436 6,103,165

リース債務 101,203 50,078

繰延税金負債 1,920,230 1,562,736

退職給付引当金 2,004,095 2,068,977

役員退職慰労引当金 631,952 665,743

負ののれん 1,128,938 1,169,483

その他固定負債 243,828 225,664

固定負債合計 22,546,036 21,424,844

負債合計 41,261,298 38,861,252

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 4,828,639 6,075,746

自己株式 △46,756 △46,612

株主資本合計 6,893,092 8,140,343

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,949,076 1,317,841

繰延ヘッジ損益 △36,852 △7,358

評価・換算差額等合計 1,912,224 1,310,482

少数株主持分 2,686,053 2,762,943

純資産合計 11,491,370 12,213,770

負債純資産合計 52,752,669 51,075,022
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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) 

売上高 26,681,926 20,917,519

売上原価 22,861,089 18,174,148

売上総利益 3,820,837 2,743,370

販売費及び一般管理費 3,192,034 3,067,801

営業利益又は営業損失（△） 628,803 △324,430

営業外収益   

受取利息 8,926 17,136

受取配当金 127,650 109,696

負ののれん償却額 40,544 44,505

その他営業外収益 42,880 39,345

営業外収益合計 220,001 210,684

営業外費用   

支払利息 274,973 261,953

その他営業外費用 33,376 28,532

営業外費用合計 308,350 290,485

経常利益又は経常損失（△） 540,454 △404,232

特別利益   

投資有価証券売却益 － 7,040

固定資産処分益 990 5,993

貸倒引当金戻入額 － 11,535

保険差益 935 －

その他特別利益 16 229

特別利益合計 1,942 24,798

特別損失   

固定資産処分損 3,053 1,064

投資有価証券評価損 87,805 533,403

その他特別損失 11,253 138,355

特別損失合計 102,112 672,823

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（△）

440,284 △1,052,257

法人税、住民税及び事業税 345,346 135,260

法人税等調整額 △79,443 76,177

法人税等合計 265,903 211,438

少数株主利益又は少数株主損失（△） 51,657 △79,623

四半期純利益又は四半期純損失（△） 122,723 △1,184,071
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 13,751,492 10,882,862

売上原価 11,651,703 9,367,680

売上総利益 2,099,788 1,515,182

販売費及び一般管理費 1,533,813 1,496,102

営業利益 565,975 19,080

営業外収益   

受取利息 4,331 1,186

受取配当金 8,102 4,388

負ののれん償却額 20,272 24,233

その他営業外収益 2,634 18,683

営業外収益合計 35,341 48,491

営業外費用   

支払利息 138,285 132,018

その他営業外費用 20,320 19,233

営業外費用合計 158,606 151,252

経常利益又は経常損失（△） 442,710 △83,680

特別利益   

投資有価証券売却益 － 5,800

固定資産処分益 204 3,623

貸倒引当金戻入額 － 11,535

保険差益 935 －

その他特別利益 7 －

特別利益合計 1,146 20,958

特別損失   

固定資産処分損 2,402 298

投資有価証券評価損 47,707 533,403

その他特別損失 7,942 120,729

特別損失合計 58,051 654,431

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（△）

385,805 △717,154

法人税、住民税及び事業税 233,966 105,388

法人税等調整額 △79,706 75,974

法人税等合計 154,260 181,363

少数株主利益又は少数株主損失（△） 66,875 △22,731

四半期純利益又は四半期純損失（△） 164,669 △875,786
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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)

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（△）

440,284 △1,052,257

減価償却費 1,309,911 1,317,452

のれん償却額 10,788 10,788

負ののれん償却額 △40,544 △44,505

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,930 99,308

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,693 △1,460

退職給付引当金の増減額（△は減少） △41,680 △64,882

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,989 △33,790

受取利息及び受取配当金 △136,576 △126,832

支払利息 274,973 261,953

固定資産処分損益（△は益） 2,062 △4,929

投資有価証券評価損益（△は益） 87,805 533,403

投資有価証券売却損益（△は益） － △7,040

売上債権の増減額（△は増加） △525,066 94,199

たな卸資産の増減額（△は増加） △114,846 △56,898

仕入債務の増減額（△は減少） 386,986 308,400

破産更生債権等の増減額（△は増加） － △99,661

その他 △125,156 29,615

小計 1,557,552 1,162,862

利息及び配当金の受取額 136,576 126,832

利息の支払額 △268,845 △255,428

法人税等の支払額 △230,348 △18,260

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,194,935 1,016,006

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 △1,214,414 △2,386,941

有形固定資産の売却による収入 311 11,402

無形固定資産の取得による支出 △17,168 △32,453

投資有価証券の取得による支出 △622,059 △7,199

投資有価証券の売却による収入 － 14,582

その他 △15,325 △217,373

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,868,656 △2,617,984

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 1,140,230 1,501,632

短期借入金の返済による支出 △820,695 △683,435

長期借入れによる収入 1,080,000 2,700,000

長期借入金の返済による支出 △1,115,508 △1,033,490

長期未払金の返済による支出 △472,013 △463,431

社債の発行による収入 733,241 489,858

社債の償還による支出 △403,500 △784,333

リース債務の返済による支出 － △10,314

自己株式の取得による支出 △567 △143

配当金の支払額 △63,065 △63,035

少数株主への配当金の支払額 △14,891 △11,068

財務活動によるキャッシュ・フロー 63,230 1,642,239

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18,404 △2,427

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △628,895 37,833

現金及び現金同等物の期首残高 6,154,573 5,030,154

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,525,678 5,067,988
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該当事項はありません。 

  

〔事業の業種別セグメント情報〕 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）  （単位：千円） 

 
 

 当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）  （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）   （単位：千円） 

 
 

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）  （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。 

(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 13,022,368 560,387 168,736 13,751,492 － 13,751,492

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

計 13,022,368 560,387 168,736 13,751,492 － 13,751,492

営業利益 419,758 76,067 70,149 565,975 － 565,975

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 10,220,947 501,056 160,858 10,882,862 － 10,882,862

 (2)セグメント間の内部売上高 
      又は振替高 － － 9,274 9,274 △9,274 －

計 10,220,947 501,056 170,132 10,892,137 △9,274 10,882,862

営業利益又は営業損失(△) △102,812 51,354 70,538 19,080 － 19,080

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 25,361,113 984,550 336,263 26,681,926 － 26,681,926

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

計 25,361,113 984,550 336,263 26,681,926 － 26,681,926

営業利益 477,313 39,426 112,062 628,803 － 628,803

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 19,737,553 885,968 293,997 20,917,519 － 20,917,519

 (2)セグメント間の内部売上高 
      又は振替高 － － 45,083 45,083 △45,083 －

計 19,737,553 885,968 339,080 20,962,603 △45,083 20,917,519

営業利益又は営業損失(△) △445,279 7,781 113,067 △324,430 － △324,430
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 〔所在地別セグメント情報〕 

  前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）及び前第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） 

  

  該当事項はありません。（連結子会社は本邦以外の国又は地域には存在いたしません。また重要な在外

支店等も存在いたしません。） 

  

 当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び当第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）  

  

  本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計金額に占める日本の割合は90％超であるため、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２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）及び前第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％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び当第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 

  

  海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

該当事項はありません。 

  

(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22年３月期 

 
  

平成21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

21年４月～21年6月 21年7月～21年９月 21年10月～21年12月 22年１月～22年３月

百万円 百万円 百万円 百万円

売  上  高 10,034 10,882

営業利益又は     
営業損失（△）

△ 343 19

経 常 損 失 320 83

税金等調整前四半期純損失 335 717

四半期純損失 308 875

円 円 円 円

１株当たり四半期純損失 24.55 69.74

百万円 百万円 百万円 百万円

総  資  産 52,382 52,752

純  資  産 12,502 11,491

円 円 円 円

１株当たり純資産 778.71 701.22

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 10,249

営 業 利 益 62 565 646 153

経 常 利 益 97 442 572 24

税金等調整前四半期純利益 54 385 569 △300

四半期純利益又は 
純損失（△）

△41 164 399 △ 165

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 △ 13.18

百万円 百万円 百万円 百万円

総  資  産 58,256 57,205 54,952 51,075

純  資  産 14,933 13,845 13,469 12,213

円 円 円 円

１株当たり純資産 976.73 887.00 856.90 752.48
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