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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 32,121 △18.9 4 △99.6 △127 ― △1,175 ―

21年3月期第3四半期 39,599 ― 1,275 ― 1,113 ― 521 ―

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3四半期 △93.60 ―

21年3月期第3四半期 41.53 ―

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3四半期 52,489 11,747 17.1 713.06
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3四半期  8,953百万円 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  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

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3四半期 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3四半期  182,614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3四半期 12,558,153株 21年3月期第3四半期 12,564,197株
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当第３四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、一部消費刺激策による効果はある
ものの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高値継続により海運事業において運航コストが増加し、定時出航による燃料油消費削
減に努めましたが、業績に影響を与えました。ホテル事業においては多少持ち直しはあるものの前期より
引続く海外旅行客の減少や、個人消費の減少による低単価が続き、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２四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３四半期連結累計期間比7,318百万円減（19.5％減）の30,270百万円となり、営業費
用は燃料油価格高騰の影響により前第３四半期連結累計期間比6,072百万円減（16.6％減）の30,455百万
円となったため、営業損失は前第３四半期連結累計期間比1,246百万円増の184百万円となりました。 

「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３四
半期連結累計期間比88百万円減（5.9％減）の1,415百万円となり、営業コストの削減に努めたものの営業
費用は前第３四半期連結累計期間比65百万円減（4.4％減）の1,411百万円となったため、営業利益は前第
３四半期連結累計期間比23百万円減（85.5％減）の３百万円となりました。 

「不動産事業」 
安定した業績は継続しており、売上高は前第３四半期連結累計期間比70百万円減（13.9％減）の436百万
円となり、営業費用は前第３四半期連結累計期間比68百万円減（21.5％減）の250百万円となったため、
営業利益は前第３四半期連結累計期間並の185百万円と安定した業績を継続しております。 
  
以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は32,121百万円（前第３四半期連結累計期間比7,477百
万円減 18.9％減）、営業利益は4百万円（前第３四半期連結累計期間比1,270百万円減）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397百万円増加の15,505百万円となりました。これは現金及び預
金が183百万円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1,016百万円増加の36,946百万円となりました。これは建物及び構築
物が225百万円、機械装置及び運搬具が229百万円、建設仮勘定583百万円減少、船舶が1,491百万円、投資
有価証券672百万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749百万円増加し、18,186百万円となりました。これは短期借入金
が241百万円、１年内返済予定の長期借入金298百万円、支払手形及び買掛金が458百万円増加したことな
どによります。 
固定負債は、前連結会計年度末に比べて1,131百万円増加し、22,555百万円となりました。これは長期借
入金が1,956百万円、繰延税金負債が436百万円増加し、社債が379百万円、長期未払金が795百万円、退職
給付引当金が82百万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466百万円減少し、11,747百万円となりました。これは、その
他有価証券評価差額金が781百万円増加し、利益剰余金が1,238百万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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 5,326,094 5,142,993

受取手形及び売掛金 9,259,845 9,213,000

商品及び製品 33,829 34,238

原材料及び貯蔵品 206,858 155,996

繰延税金資産 130,483 219,536

その他流動資産 634,397 366,509

貸倒引当金 △86,439 △25,106

流動資産合計 15,505,068 15,107,168

固定資産   

有形固定資産   

船舶 20,697,646 18,344,805

減価償却累計額 △9,564,332 △8,702,870

船舶（純額） 11,133,314 9,641,934

建物及び構築物 20,130,664 20,041,250

減価償却累計額 △14,322,131 △14,007,031

建物及び構築物（純額） 5,808,533 6,034,218

機械装置及び運搬具 7,760,455 8,009,118

減価償却累計額 △7,044,352 △7,063,649

機械装置及び運搬具（純額） 716,103 945,468

土地 7,550,781 7,564,882

リース資産 133,233 63,627

減価償却累計額 △20,850 △4,053

リース資産（純額） 112,383 59,573

建設仮勘定 1,296 584,372

その他有形固定資産 1,603,754 1,559,201

減価償却累計額 △1,368,343 △1,314,239

その他有形固定資産（純額） 235,410 244,961

有形固定資産合計 25,557,821 25,075,412

無形固定資産   

借地権 1,033,258 1,033,258

ソフトウエア 120,508 71,907

のれん 344,335 360,518

その他無形固定資産 22,358 25,916

無形固定資産合計 1,520,460 1,491,600

投資その他の資産   

投資有価証券 8,176,056 7,503,445

長期貸付金 13,730 7,685

繰延税金資産 530,037 662,973

保険積立金 655,989 669,083

その他長期資産 634,633 559,367

貸倒引当金 △142,147 △39,621

投資その他の資産合計 9,868,300 9,362,934

固定資産合計 36,946,582 35,929,947

繰延資産   

社債発行費 37,970 37,906

繰延資産合計 37,970 37,906

資産合計 52,489,621 51,075,022
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 6,019,033 5,560,251

短期借入金 6,235,000 5,993,935

1年内返済予定の長期借入金 2,435,236 2,136,810

1年内期限到来予定のその他の固定負債 1,025,798 1,036,438

1年内償還予定の社債 1,306,167 1,368,667

リース債務 29,414 13,361

未払法人税等 102,867 143,650

賞与引当金 127,163 379,803

その他流動負債 905,564 803,489

流動負債合計 18,186,244 17,436,407

固定負債   

社債 3,265,665 3,644,998

長期借入金 7,890,628 5,933,996

長期未払金 5,307,350 6,103,165

リース債務 96,794 50,078

繰延税金負債 1,998,838 1,562,736

退職給付引当金 1,986,390 2,068,977

役員退職慰労引当金 640,520 665,743

負ののれん 1,108,666 1,169,483

その他固定負債 261,103 225,664

固定負債合計 22,555,957 21,424,844

負債合計 40,742,202 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 4,837,324 6,075,746

自己株式 △46,774 △46,612

株主資本合計 6,901,759 8,140,343

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,099,234 1,317,841

繰延ヘッジ損益 △47,053 △7,358

評価・換算差額等合計 2,052,180 1,310,482

少数株主持分 2,793,478 2,762,943

純資産合計 11,747,419 12,213,770

負債純資産合計 52,489,621 51,075,022
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 39,599,011 32,121,464

売上原価 33,523,662 27,530,938

売上総利益 6,075,348 4,590,526

販売費及び一般管理費 4,799,876 4,585,925

営業利益 1,275,472 4,600

営業外収益   

受取利息 13,279 17,693

受取配当金 193,637 166,630

負ののれん償却額 60,817 64,778

その他営業外収益 60,524 62,467

営業外収益合計 328,258 311,568

営業外費用   

支払利息 415,530 394,729

その他営業外費用 74,966 49,420

営業外費用合計 490,497 444,150

経常利益又は経常損失（△） 1,113,233 △127,981

特別利益   

投資有価証券売却益 － 7,040

固定資産処分益 1,911 129,088

貸倒引当金戻入額 5,824 －

その他特別利益 951 2,283

特別利益合計 8,687 138,412

特別損失   

固定資産処分損 3,963 1,700

減損損失 － 14,101

投資有価証券評価損 99,133 667,860

会員権評価損 7,000 1,300

その他特別損失 2,135 144,446

特別損失合計 112,232 829,408

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（△）

1,009,688 △818,978

法人税、住民税及び事業税 406,530 199,142

法人税等調整額 △1,022 123,682

法人税等合計 405,507 322,825

少数株主利益 82,329 33,583

四半期純利益又は四半期純損失（△） 521,852 △1,175,386
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 12,917,084 11,203,945

売上原価 10,662,573 9,356,789

売上総利益 2,254,511 1,847,155

販売費及び一般管理費 1,607,841 1,529,658

営業利益 646,669 317,496

営業外収益   

受取利息 4,353 556

受取配当金 65,987 56,933

負ののれん償却額 20,272 20,272

その他営業外収益 17,644 23,121

営業外収益合計 108,256 100,884

営業外費用   

支払利息 140,557 132,776

その他営業外費用 41,589 20,888

営業外費用合計 182,146 153,665

経常利益 572,779 264,715

特別利益   

固定資産処分益 921 123,095

貸倒引当金戻入額 5,824 －

その他特別利益 － 2,053

特別利益合計 6,745 125,148

特別損失   

固定資産処分損 910 636

減損損失 － 14,101

投資有価証券評価損 8,709 134,457

会員権評価損 － 200

その他特別損失 500 7,190

特別損失合計 10,120 156,585

税金等調整前四半期純利益 569,404 233,279

法人税、住民税及び事業税 61,183 63,881

法人税等調整額 78,421 47,505

法人税等合計 139,604 111,387

少数株主利益 30,671 113,206

四半期純利益 399,128 8,685
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 1,009,688 △818,978

減価償却費 1,995,104 2,065,659

のれん償却額 16,182 16,182

負ののれん償却額 △60,817 △64,778

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,156 163,860

賞与引当金の増減額（△は減少） △242,439 △252,640

退職給付引当金の増減額（△は減少） △91,323 △82,587

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 26,639 △25,223

受取利息及び受取配当金 △206,917 △184,323

支払利息 415,530 394,729

固定資産処分損益（△は益） 2,051 △127,388

減損損失 － 14,101

会員権評価損 7,000 1,300

投資有価証券評価損益（△は益） 99,133 667,860

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） △660,506 △43,064

たな卸資産の増減額（△は増加） 81,596 △50,453

仕入債務の増減額（△は減少） △290,322 381,905

その他 22,323 △93,587

小計 2,117,769 1,955,536

利息及び配当金の受取額 206,917 184,323

利息の支払額 △404,763 △378,736

法人税等の支払額 △451,007 △174,004

供託金の支払額 － △127,200

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,468,915 1,459,917

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 △1,252,460 △2,523,227

有形固定資産の売却による収入 7,018 171,129

無形固定資産の取得による支出 △17,168 △68,887

投資有価証券の取得による支出 △840,703 △10,733

投資有価証券の売却による収入 － 13,644

その他 △24,568 △259,755

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,127,882 △2,677,829

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 1,763,973 975,000

短期借入金の返済による支出 △1,115,695 △733,935

長期借入れによる収入 1,080,000 3,660,000

長期借入金の返済による支出 △1,514,587 △1,404,942

長期未払金の返済による支出 △730,417 △806,454

社債の発行による収入 733,241 489,858

社債の償還による支出 △561,000 △941,833

リース債務の返済による支出 － △17,494

自己株式の取得による支出 △1,359 △161

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 △423,800 1,145,932

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,930 2,364
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,096,699 △69,614

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 5,057,874 4,960,539
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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３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）  （単位：千円） 

 
 

 当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）  （単位：千円） 

 
 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）   （単位：千円） 

 
 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 12,227,957 519,214 169,913 12,917,084 － 12,917,084

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

計 12,227,957 519,214 169,913 12,917,084 － 12,917,084

営業利益又は営業損失（△） 583,934 △12,144 74,879 646,669 － 646,669

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 10,532,626 529,231 142,086 11,203,945 － 11,203,945

 (2)セグメント間の内部売上高 
      又は振替高 － － 24,397 24,397 △24,397 －

計 10,532,626 529,231 166,483 11,228,342 △24,397 11,203,945

営業利益又は営業損失(△) 249,262 △4,261 72,494 317,496 － 317,496

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 37,589,070 1,503,764 506,176 39,599,011 － 39,599,011

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

計 37,589,070 1,503,764 506,176 39,599,011 － 39,599,011

営業利益 1,061,247 27,282 186,942 1,275,472 － 1,275,472

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 30,270,180 1,415,200 436,083 32,121,464 － 32,121,464

 (2)セグメント間の内部売上高 
      又は振替高 － － 69,480 69,480 △69,480 －

計 30,270,180 1,415,200 505,564 32,190,945 △69,480 32,121,464

営業利益又は営業損失(△) △184,912 3,952 185,560 4,600 － 4,600
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 〔所在地別セグメント情報〕 

  前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び前第３四半期連結累計 

 期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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。 

  

 当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計  

 期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び前第３四半期連結累計 

 期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計  

 期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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。 

  

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

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 11,203

営業利益又は     
営業損失（△）

△ 343 19 317

経常利益又は     
経常損失（△）

△ 320 △ 83 264

  税金等調整前四半期純利益

又は純損失（△）
△ 335 △ 717 233

    四半期純利益又は
純損失（△）

△ 308 △ 875 8

    １株当たり四半期純利益

又は純損失（△）

円 円 円 円

△ 24.55 △ 69.74 0.69

百万円 百万円 百万円 百万円

総  資  産 52,382 52,752 52,489

純  資  産 12,502 11,491 11,747

円 円 円 円

１株当たり純資産 778.71 701.22 713.06

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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