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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 8,225 △0.2 866 16.1 232 △5.7 189 48.1
22年3月期第3四半期 8,246 2.6 746 △21.5 246 △22.2 127 △24.7

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 4.95 ―
22年3月期第3四半期 3.34 ―

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 47,105 8,814 18.7 230.49
22年3月期 45,950 9,338 20.3 244.18

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  8,814百万円 22年3月期  9,338百万円

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 ― ― ― 4.00 4.00
23年3月期 ― ― ―
23年3月期 

（予想）
4.00 4.00

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 11,100 0.3 970 △10.5 160 △54.7 110 △44.4 2.88



(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たっての注意事項については、
四半期決算短信（添付資料）２ページ「１．当四半期の連結業績等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」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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 38,250,000株 22年3月期  38,250,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  7,166株 22年3月期  6,966株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 38,242,935株 22年3月期3Q 38,243,689株
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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 

    当第 3 四半期連結累計期間（平成 22 年 4 月 1 日から同年 12 月 31 日）の世界経済は、中国・

インドなどの新興国が内需拡大等で成長を維持し世界経済を牽引いたしました。一方先進国では、

米国の量的緩和策が功を奏し株価が上昇したことなど、一部に明るい兆しが見えるものの、景気

の先行きに対して楽観視できる状況に至っておりません。 
我が国経済は、輸出の拡大や補助金などの景気刺激策で企業収益や個人消費の一部に持ち直し

の兆しが見られましたが、長引く円高により、輸出企業を中心とした企業業績の下振れ懸念が増

大しており、更に雇用不安や所得の低迷などの問題もあり、景気回復にはまだ長い時間が掛かる

ものと思われます。 
当第 3 四半期連結累計期間の海運市況は、原油船市況においては、中国の輸入増などから第 1

四半期までは堅調な市況展開となりましたが、第 2 四半期以降は新造船の供給圧力や欧米の石

油消費の減退などが影響し低調な展開で推移いたしました。 
石油製品船市況は、LR2 型の市況が堅調に推移していた時期もありましたが、原油船市況同

様、欧米の石油製品の需要減退などにより全般的に低迷いたしました。 
ドライバルク船市況においては、第 2 四半期まで堅調に推移していたパナマックスやハンデ

ィマックスの市況が、新造船供給圧力の強まる中、昨年秋以降下落基調となり、当期末にかけて

落ち込みが激しくなりました。 
    このような状況にあって、当社グループはＶＬＣＣの長期貸船契約を主体とし、安定した収益

を基盤に引き続き全社を挙げて運航効率の向上と船費などのコスト削減に努めて参りました結

果、経営成績は以下の通りとなりました。 
    海運業収益は、昨年７月に竣工した新造石油製品運搬船のフル稼働と 12 月に傭船開始した新

造撒積船による増収要因はあったものの、VLCC の傭船契約更改や円高の影響などにより 82 億

2 千 5 百万円（前年同期比 2 千万円減）となりました。海運業費用は、VLCC2 隻の修繕費の減

少等により 67 億 7 千 5 百万円（前年同期比 1 億 7 千 4 百万円減）となり、営業利益は 8 億 6
千 6 百万円（前年同期比 1 億 2 千万円増）、経常利益は 2 億 3 千 2 百万円（前年同期比 1 千 3
百万円減）、四半期純利益は 1 億 8 千 9 百万円（前年同期比 6 千 1 百万円増）となりました。 

 
（２）連結財政状態に関する定性的情報 

   資産、負債及び純資産の状況 
当第３四半期連結会計期間末の資産の部は、前連結会計年度末に比べ１１億５千４百万円増加

し４７１億５百万円となりました。流動資産は短期貸付金の増加等により３千３百万円増加し 

２７億 3 千 5 百万円となりました。固定資産は減価償却の進捗で減少したものの、新造船の設

備投資による増加があったことなどにより、１１億２千万円増加し４４３億７千万円となりまし

た。 
    負債の部は、借入金及びデリバティブ評価損などの増加により、前連結会計年度末に比べ１６

億７千７百万円増加し３８２億９千万円となりました。 
    純資産の部は、繰延ヘッジ損失の増加により評価・換算差額等が減少したため、前連結会計年

度末に比べ５億２千３百万円減少し、８８億１千４百万円となりました。 
   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 
平成 23 年 3 月期の通期（連結・個別）の業績予想につきましては、平成 22 年 5 月 7 日発表

のとおりであり、変更はありません。 
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２．その他の情報 
（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 
 

 （２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 
税金費用の計算 

  税金費用については、当第３四半期連結会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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 
   ①資産除去債務に関する会計基準の適用 
    当第 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）及び「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）を適用しております。 
これによる損益に与える影響はありません。 

 
   ②「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の

適用 
    当第 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）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第 24 号 平成 20 年 3 月 10 日）を適用しております。 
    これによる損益に与える影響はありません。 
 
   ③表示方法の変更 
    （四半期連結損益計算書） 

第 1 四半期連結会計期間より、「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）に基づく「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の

一部を改正する内閣府令」（平成 21 年 3 月 24 日 内閣府令第 5 号）の適用により、当第３

四半期連結会計期間及び当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利

益」の科目で表示しております。 
 
    （四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

前第３四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」

に含めて表示しておりました「立替金の増減額」、「前受金の増減額」は重要性が増加したた

め、当第３四半期連結累計期間では区分掲記することとしました。なお、前第３四半期連結

累計期間の「営業活動によるキャッシュ･フロー」の「その他」に含まれる「立替金の増減

額」は△57,269 千円、「前受金の増減額」は 110,932 千円であります。 
 
 （４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 
    該当事項はありません。  
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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 942,610 1,643,543

海運業未収金 9,019 113,768

短期貸付金 856,973 349,864

立替金 159,719 30,963

有価証券 － 50,464

貯蔵品 226,018 203,440

繰延及び前払費用 19,777 20,663

繰延税金資産 330,149 －

その他流動資産 191,960 289,849

貸倒引当金 △1,135 △1,260

流動資産合計 2,735,092 2,701,298

固定資産   

有形固定資産   

船舶（純額） 34,170,112 36,759,332

建物（純額） 19,500 20,853

土地 47,971 47,971

建設仮勘定 8,391,242 5,117,788

その他有形固定資産（純額） 10,240 10,558

有形固定資産合計 42,639,068 41,956,504

無形固定資産 4,135 4,694

投資その他の資産   

投資有価証券 1,095,883 1,068,873

その他長期資産 630,980 219,547

投資その他の資産合計 1,726,863 1,288,421

固定資産合計 44,370,067 43,249,620

資産合計 47,105,160 45,950,919
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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 189,138 220,847

短期借入金 5,471,519 4,806,020

未払費用 68,562 60,056

未払法人税等 141,151 34,636

繰延税金負債 － 51,361

賞与引当金 18,230 63,085

役員賞与引当金 12,052 14,560

その他流動負債 1,347,009 252,436

流動負債合計 7,247,663 5,503,004

固定負債   

長期借入金 28,485,494 28,405,508

繰延税金負債 292,893 317,132

退職給付引当金 446,716 425,984

特別修繕引当金 426,457 586,095

その他固定負債 1,391,310 1,375,092

固定負債合計 31,042,872 31,109,812

負債合計 38,290,535 36,612,817

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,850,000 2,850,000

資本剰余金 518,694 518,694

利益剰余金 6,482,307 6,445,914

自己株式 △2,150 △2,116

株主資本合計 9,848,850 9,812,492

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 257,147 241,128

繰延ヘッジ損益 △1,291,373 △715,519

評価・換算差額等合計 △1,034,225 △474,390

純資産合計 8,814,625 9,338,102

負債純資産合計 47,105,160 45,950,919
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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) 

海運業収益 8,246,023 8,225,643

海運業費用 6,950,799 6,775,912

海運業利益 1,295,224 1,449,731

一般管理費 548,898 583,219

営業利益 746,325 866,511

営業外収益   

受取利息及び配当金 39,227 43,106

持分法による投資利益 96,207 －

その他営業外収益 37,162 14,518

営業外収益合計 172,597 57,624

営業外費用   

支払利息 656,539 609,585

持分法による投資損失 － 46,795

その他営業外費用 15,489 34,861

営業外費用合計 672,029 691,242

経常利益 246,893 232,894

特別利益   

固定資産売却益 － 65,241

特別修繕引当金取崩額 － 59,297

特別利益合計 － 124,539

税金等調整前四半期純利益 246,893 357,433

法人税等 119,055 168,069

少数株主損益調整前四半期純利益 － 189,364

四半期純利益 127,837 189,364
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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21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

海運業収益 2,807,475 2,780,081

海運業費用 2,326,277 2,324,664

海運業利益 481,197 455,417

一般管理費 184,794 189,705

営業利益 296,402 265,711

営業外収益   

受取利息及び配当金 5,402 6,227

持分法による投資利益 37,600 －

受取補償金 19,924 －

その他営業外収益 3,766 6,801

営業外収益合計 66,694 13,029

営業外費用   

支払利息 228,968 196,739

持分法による投資損失 － 18,983

その他営業外費用 4,250 6,457

営業外費用合計 233,218 222,180

経常利益 129,878 56,560

特別利益   

固定資産売却益 － 65,241

特別利益合計 － 65,241

税金等調整前四半期純利益 129,878 121,801

法人税等 54,107 54,907

少数株主損益調整前四半期純利益 － 66,894

四半期純利益 75,771 66,894
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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 246,893 357,433

減価償却費 2,546,842 2,651,314

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,553 20,732

長期未払金の増減額（△は減少） － △17,100

特別修繕引当金の増減額（△は減少） △215,675 △159,638

受取利息及び受取配当金 △39,227 △43,106

支払利息 656,539 609,585

持分法による投資損益（△は益） △96,207 46,795

有形固定資産売却損益（△は益） － △65,241

売上債権の増減額（△は増加） 100,074 104,749

たな卸資産の増減額（△は増加） 690 △22,577

仕入債務の増減額（△は減少） 201,805 △31,709

立替金の増減額（△は増加） － △128,755

前受金の増減額（△は減少） － 159,303

その他 68,916 70,775

小計 3,451,099 3,552,560

利息及び配当金の受取額 39,255 42,631

利息の支払額 △638,966 △612,494

法人税等の支払額 △597,159 △87,354

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,254,227 2,895,343

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の運用の増減額（純額） 399,419 －

有形固定資産の取得による支出 △3,532,672 △8,620,958

有形固定資産の売却による収入 － 5,366,950

無形固定資産の取得による支出 － △1,345

定期預金の預入による支出 － △100,000

貸付けによる支出 △23,500 △887,500

貸付金の回収による収入 3,603 9,437

保険積立金の払戻による収入 4,894 －

その他 △6,754 12,580

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,155,010 △4,220,836

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 － 460,000

長期借入れによる収入 5,305,000 4,640,000

長期借入金の返済による支出 △4,106,515 △4,354,515

配当金の支払額 △152,397 △152,391

その他 △172 △34

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,045,915 593,058

現金及び現金同等物に係る換算差額 △869 △18,963

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 144,263 △751,397

現金及び現金同等物の期首残高 1,734,924 1,694,008

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,879,188 942,610
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（４）継続企業の前提に関する注記

　　　該当する事項はありません。

（５）セグメント情報

　【事業の種類別セグメント情報】

    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）

　　当社及び連結子会社は単一種類の事業（外航海運業）を営んでいるため、事業の種類別セグ

　メントの記載は省略しております。

　【所在地別セグメント情報】

    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）
日本

(百万円)
中南米
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全
社(百万円)

連結
(百万円)

売上高

（１）外部顧客に対する売上高 7,861 384 8,246 -        8,246

（２）セグメント間の内部売上高 447 6,156 6,603 △ 6,603 -        

　　　　　計 8,309 6,540 14,849 △ 6,603 8,246

　　　営業利益又は営業損失（△） △ 80 826 746 -        746

(注)　１．地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　　中南米 ・・・ パナマ、バハマ　

　【海外売上高】

    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）

中近東 その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 7,805 401 8,207

Ⅱ　連結売上高（百万円） -        -        8,246
Ⅲ　連結売上高に占める海外
　　 売上高の割合（％） 94.6% 4.9% 99.5%

(注） １．地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　　中近東 ・・・ U.A.E.、サウジアラビア、カタール　他

　　　　　その他 ・・・ 東南アジア　他

　　　３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　【セグメント情報】

　　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）

　　当社グループは、外航海運業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　（追加情報）

　　当第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）及び「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）を適用しております。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　　該当する事項はありません。
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（７）重要な後発事象
　　 当社グループの長期貸船契約先である韓国の海運会社（Korea Line Corporation）が、平成23
   年1月25日ソウル中央地裁に対し、日本の会社更生法に相当する法定管理を申請いたしました。

     当社グループとの関係においては、撒積船1隻を用船差し立て中であり、2隻目を平成23年度
   下期に用船差し立てる予定となっております。

 　　法定管理の内容によっては、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります
   が、現時点でその影響額を合理的に見積もることは困難であります。
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