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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 16,223 2.6 1,020 △32.4 △1,062 ― △132 ―
22年3月期第3四半期 15,807 6.0 1,510 10.1 171 △92.9 484 △50.4

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

23年3月期第3四半期 △4.01 ―
22年3月期第3四半期 14.63 ―

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

23年3月期第3四半期 120,179 16,237 5.0 180.67
22年3月期 126,587 17,455 5.3 200.94

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  5,971百万円 22年3月期  6,655百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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

22年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
23年3月期 ― ― ―
23年3月期 

（予想）
5.00 5.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 21,500 1.3 1,000 △44.2 △1,500 ― △400 ― △12.09



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあったての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】4ページ「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 36,000,000株 22年3月期  36,000,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  2,949,897株 22年3月期  2,877,637株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 33,072,496株 22年3月期3Q 33,122,392株
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当第３四半期連結累計期間における世界経済は、中国・インドなどの好況を維持する新興国と、政策

の下支えが無くなり失速感が強まった先進国とに２極化しました。欧州での金融不安をはじめとした不

確定な要素が依然として存在し、世界経済の本格的な回復はいまだ楽観視することはできない状況とな

っています。  

 一方わが国経済も、リーマン・ショック前の水準まで達しておらず、不況感は払拭できず、さらに円

高の加速により、景気後退が強まる懸念も残っています。  

 外航海運市況は、大型原油船では歴史的な低水準で推移した2009年から上昇しましたが、欧米向けの

荷動きの鈍化などから、本格回復と呼ぶにはまだ力強さを欠きました。また、ドライバルクでは、新造

船の大量竣工による需給緩和が懸念されていましたが、中小型船を中心に総じて健全な水準で推移しま

した。  

 このような状況下、当社グループ外航海運業部門は、従前からの中長期用船契約を主体に運営してき

たことから、市況の影響は直接受けず概ね順調に稼働し、また前連結会計年度に投入した大型LPG船な

ど計２隻が本格稼働しました。しかしながら円高に推移した為替レートの影響を受け、外航海運業部門

の売上高は、12,172百万円に留まり、前連結会計年度に投入した新造船の減価償却費および船費のコス

ト増の影響もあり、外航海運業利益は513百万円となりました。なお、船隊近代化の一環として、連結

子会社において自動車船１隻を売船した売却益217百万円を特別利益に計上しました。これによる四半

期純利益への影響額は58百万円です。また、潤滑油の棚卸資産化により期首棚卸相当額299百万円を特

別利益に計上しています。  

 ホテル業部門では、沖縄のラグナガーデンホテルと北海道のニセコノーザンリゾートアンヌプリに、

昨年２月より㈱稚内観光開発が運営する「稚内全日空ホテル」が新たに加わり、３ホテル体制となりま

した。ラグナガーデンホテルでは、客室を中心とした改修工事を昨年３月から７月までの期間で行った

ことにより、上半期は減収となりましたが、工事完了後の夏休みより一転し前年の水準まで戻りつつあ

ります。ニセコノーザンリゾートアンヌプリおよび稚内全日空ホテルにおいては、近隣ホテルとの価格

競争や、低価格志向等の影響を受けましたが、誘客のための様々な施策、全般的な経費節減等の収益向

上に努めました。これらの結果、ホテル業部門の売上高は3,655百万円、ホテル業利益は295百万円とな

りました。なお、ホテル業部門では、昨年７月、需要の大きい首都圏に各ホテルの営業部門を集約し、

営業力の増強と効率化を図っています。  

 不動産賃貸業部門は、当社グループ所有の各ビルで若干の空室率上昇はありましたが、比較的安定し

た入居率を確保し、収益に寄与しました。不動産賃貸業部門の売上高は395百万円、不動産賃貸業利益

は210百万円を計上しました。  

 以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は16,223百万円（前年同四半期比2.6％増）、営業利益

1,020百万円(前年同四半期比32.4％減)となりました。営業利益の減少に加え、為替レートの円高の進

行により、外貨建債権債務の四半期末評価損419百万円を、営業外費用に計上した結果、経常損失は

1,062百万円となり、特別利益517百万円の計上はあるものの、四半期純損失は132百万円になりまし

た。  

  

当第３四半期連結会計期間末における資産の部は、前連結会計年度末より6,408百万円減少し120,179

百万円となりました。これは主に、有形固定資産における保有船舶の減価償却に起因するものです。  

 負債の部は、前連結会計年度末より5,189百万円減少し、103,942百万円となりました。これは主に借

入金の減少によるものです。  

 純資産の部は、前連結会計年度末より1,218百万円減少し、16,237百万円となりました。これは主に

配当による利益剰余金の減少と、少数株主持分の減少に伴うものです。  

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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
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連結業績予想に関しまして、第３四半期決算を踏まえ見直しを行いましたが、現時点においては平成22

年10月28日公表の数値から変更はありません。  

 なお、同様に個別業績予想に関しましても、同日公表の数値から変更はありません。  

 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大きく異なる場合があります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(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。 

  

・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一部固定資産については、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います。 

  

①「持分法に関する会計基準」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 平成20年３月10日

公表分)を適用しています。これによる影響はありません。 

  

②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年３

月31日）および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年

３月31日）を適用しています。 

 これにより、営業利益は3,133千円減少し、経常損失および税金等調整前四半期純損失はそれぞれ

3,478千円増加しています。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は112,059千円

です。 

  

③「企業結合に関する会計基準」等の適用                     

 第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26

日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)、「事業分離等に関

する会計基準」(企業会計基準第７号 平成20年12月26日)、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準

第16号 平成20年12月26日公表分)、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」

(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日)を適用しています。 

  

該当事項はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,053,962 8,740,351

売掛金 401,066 302,120

有価証券 805,355 504,979

商品及び製品 8,065 8,727

原材料及び貯蔵品 347,073 47,283

繰延税金資産 65,498 86,080

その他 1,409,932 2,321,758

流動資産合計 10,090,953 12,011,302

固定資産

有形固定資産

船舶（純額） 76,476,073 83,012,836

建物及び構築物（純額） 12,234,802 11,788,130

土地 7,560,470 7,448,955

建設仮勘定 6,711,118 4,879,535

その他（純額） 518,276 336,563

有形固定資産合計 103,500,742 107,466,022

無形固定資産

その他 76,699 64,573

無形固定資産合計 76,699 64,573

投資その他の資産

投資有価証券 5,493,376 5,906,324

長期貸付金 525,037 552,302

繰延税金資産 32,603 27,103

その他 460,179 560,057

投資その他の資産合計 6,511,197 7,045,787

固定資産合計 110,088,638 114,576,383

資産合計 120,179,592 126,587,685
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

海運業未払金 341,736 467,082

1年内償還予定の社債 2,011,200 756,200

短期借入金 15,930,632 15,412,710

未払金 589,964 389,465

未払法人税等 39,598 339,822

繰延税金負債 4,284 －

賞与引当金 39,884 22,016

その他 1,551,570 1,289,521

流動負債合計 20,508,871 18,676,817

固定負債

社債 4,182,000 4,338,200

長期借入金 69,585,078 76,766,497

繰延税金負債 4,253,512 4,876,609

再評価に係る繰延税金負債 516,044 516,044

引当金

退職給付引当金 177,535 175,396

役員退職慰労引当金 253,287 296,881

特別修繕引当金 719,195 684,653

引当金計 1,150,018 1,156,931

持分法適用に伴う負債 999,356 741,969

負ののれん 44,512 53,011

資産除去債務 112,059 －

その他 2,590,896 2,005,796

固定負債合計 83,433,477 90,455,061

負債合計 103,942,349 109,131,879

純資産の部

株主資本

資本金 1,800,000 1,800,000

資本剰余金 21,892 21,867

利益剰余金 4,769,245 5,079,461

自己株式 △555,318 △526,450

株主資本合計 6,035,819 6,374,878

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 348,352 438,218

繰延ヘッジ損益 △320,617 △164,874

土地再評価差額金 362,511 362,511

為替換算調整勘定 △454,949 △355,276

評価・換算差額等合計 △64,703 280,579

少数株主持分 10,266,126 10,800,348

純資産合計 16,237,243 17,455,806

負債純資産合計 120,179,592 126,587,685
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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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 15,807,096 16,223,585

売上原価 12,927,298 13,682,748

売上総利益 2,879,798 2,540,836

販売費及び一般管理費 1,369,581 1,520,650

営業利益 1,510,217 1,020,186

営業外収益

受取利息 16,108 17,444

受取配当金 55,762 52,055

為替差益 201,354 －

デリバティブ評価益 10,284 －

その他 35,528 70,536

営業外収益合計 319,039 140,037

営業外費用

支払利息 1,375,322 1,346,394

為替差損 － 419,508

持分法による投資損失 19,372 131,464

デリバティブ評価損 － 145,005

その他 263,484 180,387

営業外費用合計 1,658,180 2,222,760

経常利益又は経常損失（△） 171,076 △1,062,537

特別利益

船舶売却益 726,452 217,750

その他 － 299,452

特別利益合計 726,452 517,202

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（△）

897,529 △545,334

法人税、住民税及び事業税 457,903 181,807

法人税等調整額 △190,546 △354,696

法人税等合計 267,357 △172,888

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △372,446

少数株主利益又は少数株主損失（△） 145,678 △239,972

四半期純利益又は四半期純損失（△） 484,493 △132,473
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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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

897,529 △545,334

減価償却費 5,960,238 6,385,887

のれん償却額 43,689 △8,499

受取利息及び受取配当金 △71,871 △69,500

有形固定資産除売却損益（△は益） △726,452 △208,673

支払利息 1,375,322 1,346,394

為替差損益（△は益） △209,776 386,077

匿名組合投資損益（△は益） 152,397 60,643

デリバティブ評価損益（△は益） △10,284 145,005

持分法による投資損益（△は益） 19,372 131,464

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 21,471 △43,594

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,798 2,138

特別修繕引当金の増減額（△は減少） 187,225 34,542

前受金の増減額（△は減少） 4,950 △213,969

たな卸資産の増減額（△は増加） － △299,127

未収消費税等の増減額（△は増加） 38,208 △49,118

海運業未払金の増減額（△は減少） △23,215 △125,345

その他の流動資産の増減額（△は増加） 547,594 997,016

その他 △11,804 1,525,665

小計 8,202,394 9,451,672

利息及び配当金の受取額 261,296 218,000

利息の支払額 △1,467,518 △1,467,571

法人税等の支払額 △281,212 △574,944

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,714,959 7,627,158

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額（△は増加） △485 △300,375

有形固定資産の取得による支出 △13,440,460 △3,464,669

有形固定資産の売却による収入 752,993 310,158

定期預金の預入による支出 △341,000 △341,000

定期預金の払戻による収入 335,000 341,000

投資有価証券の取得による支出 △66,044 －

子会社株式の取得による支出 △20,000 －

その他 △413,807 △67,204

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,193,804 △3,522,091
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（単位：千円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

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） △650,000 75,182

長期借入れによる収入 14,367,200 2,302,699

長期借入金の返済による支出 △6,883,665 △8,442,228

社債の発行による収入 1,600,000 1,553,895

社債の償還による支出 △277,200 △501,200

配当金の支払額 △182,179 △179,713

少数株主からの払込みによる収入 75,000 3,000

少数株主への払戻による支出 △132,688 －

少数株主への配当金の支払額 △36,542 △31,837

自己株式の取得による支出 △33 △33

その他 690 5,158

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,880,580 △5,215,076

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,148 △576,379

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,390,587 △1,686,388

現金及び現金同等物の期首残高 7,723,861 8,399,351

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,114,448 6,712,962
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当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

前第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) 

 
(注) １ 事業区分の方法は、日本標準産業分類を参考に、役務の種類・性質の類似性を考慮して区分しています。 

２ 各区分に属する主要な事業・役務の名称  

   外航海運業   船舶貸渡業・船舶管理業  

   ホテル業    ホテル業  

   不動産賃貸業他 ビル賃貸業および上記２区分の何れにも属さない事業 

  

前第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) 

 
(注) １ 連結会社の所在地によりセグメントを区分し、「日本」「パナマ」「シンガポール他」のセグメントを設 

  定しています。 

  

前第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) 

 
  

(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】

外航海運業 
(千円)

ホテル業
(千円)

不動産賃貸業他
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高 12,113,719 3,279,848 413,528 15,807,096 ─ 15,807,096

営業利益 1,034,707 247,982 227,526 1,510,217 ─ 1,510,217

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

パナマ
(千円)

シンガポール
他(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高 14,303,884 5,379,847 5,749,853 25,433,585 (9,626,488) 15,807,096

営業利益 561,245 251,351 697,619 1,510,217 ─ 1,510,217

【海外売上高】

米国 デンマーク パナマ他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 2,697,546 2,418,420 1,054,817 6,170,784

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 15,807,096

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

17.1 15.3 6.7 39.0
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(追加情報) 

 第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成

21年３月27日)および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号  平成20年３月21日)を適用しています。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 

当社は、外航海運業、ホテル業、不動産賃貸業の３つの事業を報告セグメントとし、グループ各社が、

それぞれの事業活動を展開しています。  

 「外航海運業」は、船舶貸渡業を柱に、船舶管理業を加えた海運に係る事業を展開しています。「ホテ

ル業」は、現在国内３ヶ所にてホテルを所有し、リゾートホテルとしてのサービスを提供しています。

「不動産賃貸業」は、グループ所有のオフィスビルを中心とした不動産貸室業を行っています。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

 
(注) １ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しています。 

  

３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項) 
  

該当事項はありません。 

  

４ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 
  

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22年４月１日 至 平成22年12月31日) 
  

該当事項はありません。 

  

  

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント

調整額 合計

外航海運業 ホテル業 不動産賃貸業 計

売上高

 外部顧客への売上高 12,172,798 3,655,503 395,283 16,223,585 ― 16,223,585

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 12,172,798 3,655,503 395,283 16,223,585 ― 16,223,585

セグメント利益 513,982 295,273 210,930 1,020,186 ― 1,020,186

(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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