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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 11,529 △3.7 147 △76.2 55 △89.9 4 △98.3
22年3月期 11,983 △19.4 620 △0.6 550 10.5 302 23.3

（注）包括利益 23年3月期 35百万円 （△88.1％） 22年3月期 302百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 0.82 ― 0.1 0.5 1.2
22年3月期 50.29 ― 7.7 4.6 5.1

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  △9百万円 22年3月期  △13百万円

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 10,444 3,935 37.6 655.16
22年3月期 10,786 4,007 37.1 667.15

（参考） 自己資本   23年3月期  3,935百万円 22年3月期  4,007百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 953 △539 △218 1,267
22年3月期 1,746 758 △2,103 1,131

2.  配当の状況 

22年3月期期末配当金の内訳 普通配当15円00銭 記念配当3円00銭 
23年3月期の配当性向については、配当性向が1,000％を超えるため、記載しておりません。  

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 18.00 18.00 108 35.7 2.7
23年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00 72 ― 1.8
24年3月期(予想) ― 0.00 ― 12.00 12.00 72.1

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 5,500 △3.6 △130 ― △170 ― △170 ― △28.30
通期 11,500 △0.2 190 29.0 130 134.1 100 ― 16.64

jtanaka
新規スタンプ



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当り当期純利益（連結）の算定上の基礎となる株式数については、22ページ「1株当り情報」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 6,050,000 株 22年3月期 6,050,000 株
② 期末自己株式数 23年3月期 43,684 株 22年3月期 42,705 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 6,006,843 株 22年3月期 6,007,585 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 11,359 △1.2 82 △86.7 73 △88.6 68 △79.2
22年3月期 11,501 △20.8 622 16.1 653 28.9 328 55.3

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

23年3月期 11.34 ―
22年3月期 54.61 ―

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 8,231 4,022 48.8 669.63
22年3月期 8,291 4,060 48.9 675.99

（参考） 自己資本 23年3月期  4,022百万円 22年3月期  4,060百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 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、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。 
世界経済・競合状況・為替・金利の変動等にかかわるリスクや不安定要因により、実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。なお、 
業績予想に関する事項は２ページから５ページの「１．経営成績」をご参照ください。 

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

第2四半期(累計) 5,500 △0.9 △100 ― △80 ― △80 ― △13.31
通期 11,500 1.2 60 △27.1 85 12.9 50 △36.2 8.32
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(1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、新興国を中心に海外経済の回復や政府の景気刺激対策などの効果によ

り企業収益や個人消費に改善の兆しがみられたものの、本年3月11日に発生した東日本大震災による被害とこれに伴

う電力供給の制約などの影響により、年度末にかけて経済活動は急速に弱まり景気の先行き不透明感が高まっており

ます。 

一方、当社グループの営業活動に影響を与えるまぐろの漁獲規制は、永続的な漁獲を目標として世界の各海域に

おいて関係各国により設立された各機関が漁獲総量や漁獲時期の設定をおこない、資源管理が継続して実施されてお

ります。 

 このような環境のもと、当社グループは経営目標の達成に向け、冷凍まぐろ運搬、蓄養まぐろ加工、漁船向け燃料

油販売、餌・漁具などの輸出、食品販売など既存事業について効率化を強力に推進するとともに、新規商材ならびに

新規取引先を開拓し収益の改善に努めてまいりました。 

 この結果、当社グループの当連結会計年度の営業成績は、洋上給油事業・貿易事業では計画の範囲内で推移したも

のの、海運事業については燃料油の高騰や漁獲不振に加え、インド洋での海賊行為の拡大などによる収益悪化によ

り、グループ売上高は115億２千９百万円（前年同期比４億５千３百万円 3.7％減）、営業利益は１億４千７百万円

（前年同期比４億７千２百万円 76.2％減）、経常利益は５千５百万円（前年同期比４億９千４百万円 89.9％

減）、特別損失として投資有価証券評価損などを計上し当期純利益は４百万円（前年同期比２億９千７百万円 

98.3％減）となり、減収減益となりました。 

    

当連結会計年度のセグメント別業績 

海運事業 

 海運事業につきましては、太平洋・大西洋両海域の漁獲不振に加えインド洋での海賊行為の更なる海域拡大により

漁船操業海域が大きく制限され、超低温冷蔵船への転載が計画通りに進まず収益率を大きく下げる結果となりまし

た。このような状況に対処するために、より効率的な運航をすべく超低温冷蔵船配船スケジュールを根本的に見直す

とともに、蓄養まぐろ関連事業についても当初計画の加工・運搬を達成するなど努力を重ねましたが、燃料油価格の

高騰が大きく影響し、売上高46億５千１百万円（前年同期比７億１千９百万円 13.3％減）、セグメント利益２億５

千1百万円（前年同期比４億６千３百万円 64.8％減）となり、大幅な減収減益となりました。 
  

貿易事業  

 貿易事業につきましては、国内における輸出商材である魚の不漁、円高の影響を受けて冷凍魚等の輸出関連は伸び

悩みましたが、円高の効果により国内遠洋延縄まぐろ漁船向け餌販売、国内向け水産物の輸入販売、および委託輸入

販売が順調に推移し、売上高29億４千８百万円（前年同期比２億２千万円 6.9％減）、セグメント利益１億８百万

円（前年同期比１千万円 8.7％減）となりました。 
  
洋上給油事業  

 洋上給油事業につきましては、まぐろ漁船へのトータルサービスの一環として安定的な需要と燃料油価格高騰の結

果、売上高34億９千２百万円（前年同期比５億２千万円 17.5％増）と伸長したものの、まぐろ漁船主の厳しい経営

環境を受けセグメント利益は７千９百万円（前年同期比１千４百万円 15.4％減）となりました。 
  
船舶貸渡事業 

 船舶貸渡事業につきましては、船員派遣契約の見直しなどコスト削減に努めましたが、傭船料収入がUSドル建てで

あるため円高の影響を大きく受け、売上高４億３千４百万円（前年同期比３千２百万円 7.0％減）、セグメント損

失３千３百万円（前年同期は２千３百万円の損失）となりました。 

  

不動産事業 

 不動産事業につきましては、賃貸人との契約解除により売上高５百万円（前年同期比1百万円 22.5％減）、営業

利益２百万円（前年同期比１百万円 40.9％減）となりました。 

  

１．経営成績



 次期の見通しにつきましては、インド洋での海賊行為は引き続き海域拡大が予想され、収束の見込みは立っておら

ず、また永続的漁業継続の観点より水産資源の管理強化による漁獲規制は継続され、まぐろをとりまく環境は厳しさ

が続きます。なお、東日本大震災による水産業界への甚大な被害により今後の取引、船舶の保守整備にかかる部品・

資材の調達ならびにコストアップなどの当社グループへの影響については現時点で次期見通しには含んでおりませ

ん。 

海運事業はグループ子会社が建造中である超低温冷蔵船が10月末に竣工しグループ所有船４隻体制にて集荷・運

搬・加工業務にあたり、きめ細やかなサービスができる体制を提供します。他社定期傭船については予想運搬量に対

応した適正な船腹量を確保するために傭船契約を適宜見直し収益を確保してまいります。なお、上期においては子会

社所有の全4隻のドック工事が予定されており稼働率の低下および修繕工事費用の計上により下期に比べ収益は低下

します。 

貿易事業は冷凍餌、まぐろ商材などの取扱いをさらに拡大し、収益源の確保に努めます。洋上給油事業は遠洋延縄

まぐろ漁船の操業休止などにより、取扱量の減少が見込まれますが、効率運航により輸送コストの削減を図り収益を

確保してまいります。 

なお、次期の業績見通しの主な前提といたしましては、通期の為替レートを1USドル85円、燃料油価格（C重油）に

ついては1MT 650 USドルと設定しております。 

中期経営計画（平成23年４月～平成26年３月）につきましては５月末日に弊社ホームページ

（http://www.toeireefer.co.jp/）にて開示を予定しております。    

  

(2）財政状態に関する分析 

 ① 資産、負債および純資産の状況 

  当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比べ３億４千１百万円減少し、104億４千４百万円となりまし

た。このうち流動資産は前連結会計年度末に比べ３千５百万円減少し、62億１千８百万円となりました。これは、現

金及び預金１億３千５百万円、短期貸付金３億２千２百万円増加したものの、受取手形・海運業未収入金及び売掛金

４億７百万円、その他流動資産に含まれる前渡金２億１百万円、立替金１億６千２百万円などの減少があったことに

よるものです。固定資産は、前連結会計年度末に比べ３億６百万円減少し、42億２千５百万円となりました。これは

新造船の手付金建設仮勘定１億７千８百万円が増加したものの船舶で減価償却費４億５千１百万円などがあったこと

によるものです。 

  負債は、前連結会計年度末に比べ２億６千９百万円減少し、65億９百万円となりました。 

  流動負債で短期借入金２億８千万円増加があったものの社債１億２千万円、未払法人税等１億７千１百万円、固定

負債で社債１億９千万円などの減少があったことによるものです。 

  純資産は、前連結会計年度末に比べ７千２百万円減少し、39億３千５百万円となりました。これは利益剰余金１億

３百万円などの減少があつたことによるものです。 

  この結果自己資本比率は、前連結会計年度末より0.5％上昇し37.6％になりました。 

 ② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期末に比べ１億３千５百万円 増加し12億

６千７百万円となりました。 

 その内訳としましては、営業活動による資金では法人税等の支払額２億２千２百万円などの支出があったものの、

税金等調整前当期純利益２千５百万円、減価償却費４億６千８百万円、売上債権の減少額４億８千４百万円および前

渡金の減少額２億１百万円などにより、９億５千３百万円の収入となりました。 

 投資活動による資金は貸付金の回収による収入９億４千３百万円があったものの、貸付けによる支出12億７千万

円、有形固定資産取得による支出２億４百万円などにより、５億３千９百万円の支出となりました。 

 財務活動による資金は、長期借入による収入６億５千万円があったものの、社債の償還による支出３億１千万円、

長期借入金の返済による支出５億９千４百万円などにより、２億１千８百万円の支出となりました。 



（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 自己資本比率 ： 自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ ： キャッシュ・フロー／利払い  

  （注1）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

  （注2）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

  （注3）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

  （注4）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

     ります。  

  （注5）平成19年３月期の連結会計年度におきましては、キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・ 

     フロー有利子負債比率およびインタレスト・カバレッジ・レシオについては記載しておりません。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要政策のひとつとして考えております。 

財政基盤の強化および今後の事業展開に備えて内部留保を行なうとともに、安定的な利益配当を考慮しつつも基本的

には業績に連動した利益配当を実施することを基本方針としております。 

 当期に関しましては、まぐろ漁業を取り巻く環境が例年より大きく変化し、配当原資の一部を繰越利益剰余金より

取り崩すことも勘案して、誠に遺憾ながら期末配当を１株あたり12円とさせて頂きたいと存じます。また、次期の配

当につきましては現時点では期末配当12円を予定しております。 

  

  指    標 19年３月期 20年３月期 21年３月期 22年３月期 23年３月期 

① 自己資本比率        37.9％ 37.2％ 29.4％ 37.1％  37.6％  

② 時価ベースの自己資本比率  28.1％ 20.8％ 11.8％ 18.0％  15.3％  

③ キャッシュ・フロー対有利子負債比率 － 14.2年 8.7年 2.7年    4.9年 

④ インタレスト・カバレッジ・レシオ  － 4.2倍 5.9倍 13.1倍 8.5倍 



(4）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績、株価および財政状況等に影響を及ぼす可能性のある主なリスクには以下のようなものが

あります。 

 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま

す。 

 ① 事業内容について 

 当社グループの主な事業は海運事業、貿易事業、洋上給油事業、および船舶貸渡事業でありますが、このほとんど

の顧客がまぐろ関連、まぐろ漁船主が中心であります。したがいまして、まぐろを取り巻く環境、たとえば漁獲量、

資源管理、魚価、流通、消費者価格、消費量、漁船主の経営状態などに大きく影響を受けるリスクがあります。 

 ② 燃料油価格、為替レート、金利の変動 

 A 燃料油価格 

 海運事業におきまして、原油価格の高騰が続きますと燃料油価格も上昇し、経費が増大し業績に影響をおよぼすリ

スクがあります。また、まぐろ漁船も同様であり、漁業経営は圧迫され、当社が運賃などに転嫁するには限界がある

ため、結果として当社グループの業績に影響をおよぼすリスクがあります。燃料油価格変動のリスクを抑制するため

に燃料油のコモディティデリバティブをＣ重油を対象に実消費の範囲のなかで一定水準の枠を設定し利用しておりま

す。当社グループの当期における燃料費は13億１千２百万円(約 A4,000KL C26,000KL)であり、海運業原価の約28％

を占めております。 

 B 為替レート 

 特に海運事業におきましては、収入はケミカルタンカーの傭船料収入を除き、運賃収入を含めほとんどが円建てで

ありますが、費用のうち海外での港費、燃料油、外国人乗組員の給料などがUSドル建てであり為替レートは円高が有

利に働き、特に対USドルレートの変動によって業績に影響をおよぼすリスクがあります。為替変動リスクを抑制する

ために通貨スワップおよび為替予約を利用しております。ヘッジ取引量は全体の金額の一定水準の枠を設定し為替変

動リスクの軽減を図っております。 

 C 金利 

 有利子負債のうち変動金利のものがかなりあり、金利が変動することによって業績に影響をおよぼすリスクがあり

ます。そのため金利スワップを利用して借入金に対する金利変動リスクを抑制しております。 

 ③ 法的規制等 

 A まぐろ関連 

 まぐろ類資源の持続的利用を図るため、海域ごとにICCAT（大西洋まぐろ類保存国際委員会）、IOTC（インド洋ま

ぐろ類委員会）、IATTC（全米熱帯まぐろ類委員会）等の国際漁業管理機関が設立され資源管理が行われておりま

す。また日本の水産庁もこの国際的な潮流に従い日本への運搬、輸入等に監視管理・指導を行っております。今後も

ワシントン条約(CITES)での協議を含め、規制はさらに強化される可能性もあり、事業および業績に影響を及ぼすリ

スクがあります。 

 B 海運関連 

 海運事業におきましては、設備の安全性や船舶の安全運航のために、国際機関および各国政府の法令、船級協会の

規則等、様々な公的規制を受けております。特に安全確保、環境保全において法規制の強化が図られ、これらの法規

制を遵守するために、コスト増加の可能性があります。法規制に対応できない場合は、活動が制限され、事業および

業績に影響を及ぼす可能性があります。また、 近インド洋ソマリア沖からさらに広い海域に拡大して海賊行為が頻

繁に発生し、船舶の運航ならびにまぐろ漁業が制限されており、事業および業績に影響をおよぼす可能性がありま

す。 

 C 貿易関連 

 水産加工食品販売におきましては、衛生面での安全性や環境対策において法規制の強化が図られており十分な注意

を払っておりますが、活動が制限され事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ④ 国際的活動に潜在するリスク 

 取引先は、日本はもとより、東南アジアを中心に多岐にわたっており、次のようなリスクが考えられます。 

  A 予期しない法律または規制の変更 

  B 不利な政治または経済要因 

  C 人材の採用と確保の難しさ 

  D 地政学的リスク 

  E 投融資リスク 

  



   

 
  

２．企業集団の状況



 (1）会社の経営の基本方針 

 当社グループはまぐろ運搬事業をわが国で 初に事業化し、日本の食文化に貢献することを経営理念としてお

ります。業界のリーダーとしての自負を持ち、社会的使命を自覚し、取引先よりいただいた信頼と貴重な経験を

もとに、経営資源の選択と集中を図り営業力の強化及び自由な発想が生まれる活発な職場環境を重視し、成長を

維持できる会社を目指します。 

 (2）目標とする経営指標 

中期経営計画（平成23年４月～平成26年３月）につきましては５月末日に弊社ホームページ

（http://www.toeireefer.co.jp/）にて開示を予定しております。 

  

 （3）中長期的な会社の経営戦略 

 超低温冷蔵船業界においては引き続き規模の縮小、淘汰がなされ集約・再編に向けた動きがあると思われます

が、当社は水産物運搬およびまぐろ漁業に関する事業領域にて収益確保を第一として発展を目指し企業価値の増

大に努めます。そのために以下の経営上の課題を中期的な重点施策とし具体的に取り組みます。 

①経営資源を組替え、集中的・効率的に投入し、顧客のニーズにあった価値あるサービスを提供いたします。 

②会社・組織は人（社員）であるという認識の上にたち、社員の活力向上が得られる環境作りをしていきます。

会社の成長を支える人材育成と確保を図り、社員一人ひとりがモチベーションを高め、社員の夢が実現できるよ

り良い会社を目指すことができるように、長期的視野に立ち、組織の活性化・充実を評価制度と研修制度をとお

して継続的に取り組みます。 

③キャッシュ・フローの 大化、有利子負債を削減し財務の強化を図ります。 

緻密な資金管理、効率的な資金の運用と調達を行ってまいります。有利子負債の削減をさらに進め、また長期安

定性の目安である自己資本比率を40％以上に維持・向上するよう努力いたします。さらに不良債権の発生を防

止、抑制するため管理部門は営業部門と連携し与信、債権管理の強化を図ってまいります。また、財務体質の強

化を追求し資金調達手段として直接金融も前向きに検討いたします。 

④船舶の安全管理・運航および環境保全など海上・陸上の総合的な危機管理システムの構築を図ります。 

⑤情報の共有化・経営意思決定の迅速化などのため情報システムの再構築を図っております。全社のシステムを

さらにより有効にするために新システムの構築をおこなってまいります。 

⑥まぐろ関連事業の更なる事業・シェア拡大のための組織の見直しをおこなってまいります。 

⑦水産物で関係が深く成長が見込める東南アジアを重点地域として位置づけ関連事業を拡大してまいります。 

  

（4）会社の対処すべき課題 

 当社グループの事業に大きな影響があるまぐろ業界では、資源保護の観点から漁獲規制が強化され、取扱量が

減少し、当社グループの事業規模の拡大が阻まれております。当社グループは事業拡大をはかるため、新たな分

野にも積極的に挑戦し、継続的な企業価値の向上をはかり、各事業分野において高収益が確保できる収益構造を

構築する必要があります。また、財務体質の強化を図り、企業の社会的責任を果たすことが重要な課題と考えて

おります。そのために、当社グループは以下の施策を推進してまいります。 

① 安定的収益の確保 

 成長性と収益性を安定的に確保できる経営を遂行していくため、海運部門・貿易部門一体となって遠洋延縄ま

ぐろ漁船に対して付加価値のあるサービスを提供することにより営業強化を図ってまいります。また、海運関連

事業におきましては、 適コストの追求によるコスト削減と効率性を重視した配船・運航を徹底し、マーケット

シェアの拡大を図るため、海外子会社への集荷業務の委託も含め、弾力的効率運航により一層注力してまいりま

す。貿易関連事業におきましては海外からの水産物輸出入販売に積極的に取り組み、取扱品目の多様化を図って

まいります。 

 成長戦略を推進していくために、これまで以上に人材の教育・育成をとおして社員の成長をはかり、経営資源

を有効に投入・集中させ、確実な収益構造の実現にむけて努力してまいります。 

② 財務体質の強化 

 成長を支える財務基盤の強化として資本の充実を図り、自己資本比率の改善をすすめております。今後も引き

続き効率的キャッシュ・フロー経営のより一層の徹底を図り、有利子負債の抑制に努め、財務体質の強化を図っ

てまいります。 

③ 企業の社会的責任への取り組み 

 従業員の行動指針を明文化した「私たちの行動基準」のもと、社員、役員の一人ひとりが法規則の遵守，社会

秩序の維持、社会への貢献などを理解、実践するよう教育・啓蒙し，船舶の安全運航と地球環境への配慮を行い

今後もコーポレート・ガバナンス、内部統制システム、およびコンプライアンスの向上に努めてまいります。 

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

海運業収益 5,838,632 5,086,480

海運業費用 4,910,935 4,669,250

海運業利益 927,697 417,230

貿易業収益 3,169,208 2,948,750

貿易業費用 2,897,058 2,693,476

貿易業利益 272,149 255,274

洋上給油事業収益 2,971,721 3,492,359

洋上給油事業費用 2,865,920 3,401,303

洋上給油事業利益 105,801 91,056

その他事業収益 3,941 2,297

その他事業費用 1,492 898

その他事業利益 2,449 1,399

売上総利益 1,308,097 764,960

販売費及び一般管理費 687,920 617,736

営業利益 620,177 147,223

営業外収益   

受取利息 109,429 41,778

受取配当金 3,964 3,260

デリバティブ評価益 32,826 18,426

その他営業外収益 2,195 7,889

営業外収益合計 148,416 71,355

営業外費用   

支払利息 133,029 111,186

社債発行費 7,824 －

為替差損 53,933 35,779

持分法による投資損失 13,174 9,987

その他営業外費用 10,492 6,111

営業外費用合計 218,454 163,063

経常利益 550,139 55,515

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,007 12,805

固定資産売却益 68,713 －

投資有価証券売却益 75 －

特別利益合計 73,796 12,805

特別損失   

投資有価証券評価損 － 25,782

減損損失 － 17,404

特別損失合計 － 43,186

税金等調整前当期純利益 623,935 25,133

法人税、住民税及び事業税 318,810 45,716

法人税等調整額 2,971 △25,507

法人税等合計 321,781 20,209

少数株主損益調整前当期純利益 － 4,924

当期純利益 302,153 4,924



（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 4,924

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △8,024

繰延ヘッジ損益 － 31,953

為替換算調整勘定 － △460

持分法適用会社に対する持分相当額 － 7,358

その他の包括利益合計 － ※2  30,826

包括利益 － ※1  35,750

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 35,750

少数株主に係る包括利益 － －



（２）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 890,000 890,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 890,000 890,000

資本剰余金   

前期末残高 961,593 961,593

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 961,593 961,593

利益剰余金   

前期末残高 2,008,594 2,220,631

当期変動額   

剰余金の配当 △90,116 △108,131

当期純利益 302,153 4,924

当期変動額合計 212,037 △103,207

当期末残高 2,220,631 2,117,424

自己株式   

前期末残高 △14,421 △14,577

当期変動額   

自己株式の取得 △155 △274

当期変動額合計 △155 △274

当期末残高 △14,577 △14,851

株主資本合計   

前期末残高 3,845,765 4,057,647

当期変動額   

剰余金の配当 △90,116 △108,131

当期純利益 302,153 4,924

自己株式の取得 △155 △274

当期変動額合計 211,881 △103,481

当期末残高 4,057,647 3,954,165



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 13,959 15,901

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,941 △8,024

当期変動額合計 1,941 △8,024

当期末残高 15,901 7,876

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △118,674 △111,352

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7,321 31,953

当期変動額合計 7,321 31,953

当期末残高 △111,352 △79,399

為替換算調整勘定   

前期末残高 54,983 45,603

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,380 6,898

当期変動額合計 △9,380 6,898

当期末残高 45,603 52,501

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △49,730 △49,848

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △117 30,826

当期変動額合計 △117 30,826

当期末残高 △49,848 △19,021

純資産合計   

前期末残高 3,796,034 4,007,799

当期変動額   

剰余金の配当 △90,116 △108,131

当期純利益 302,153 4,924

自己株式の取得 △155 △274

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △117 30,826

当期変動額合計 211,764 △72,655

当期末残高 4,007,799 3,935,143



（３）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,243,982 1,379,155

受取手形・海運業未収金及び売掛金 2,704,826 2,297,033

有価証券 28,756 17,604

商品及び製品 237,983 317,451

原材料及び貯蔵品 296,858 339,648

立替金 614,306 －

短期貸付金 － 823,226

繰延税金資産 9,686 －

その他 1,153,216 1,074,962

貸倒引当金 △35,178 △30,130

流動資産合計 6,254,438 6,218,951

固定資産   

有形固定資産   

船舶 8,305,184 8,308,834

減価償却累計額 △4,749,901 △5,201,724

船舶（純額） 3,555,283 3,107,110

建物及び構築物 402,114 396,625

減価償却累計額 △221,698 △230,837

建物及び構築物（純額） 180,415 165,788

その他 52,937 68,445

減価償却累計額 △45,523 △52,011

その他（純額） 7,413 16,434

土地 315,784 304,313

建設仮勘定 － 178,082

有形固定資産合計 4,058,897 3,771,728

無形固定資産 5,014 4,001

投資その他の資産   

投資有価証券 129,144 108,713

長期貸付金 83,918 56,591

繰延税金資産 124,860 171,305

その他 183,335 113,247

貸倒引当金 △53,391 △201

投資その他の資産合計 467,866 449,656

固定資産合計 4,531,778 4,225,386

資産合計 10,786,216 10,444,337



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

海運業未払金及び買掛金 1,009,301 968,726

1年内償還予定の社債 310,000 190,000

短期借入金 957,140 1,237,900

前受収益 38,592 34,192

未払法人税等 217,368 45,741

賞与引当金 24,333 17,700

役員賞与引当金 28,000 －

繰延税金負債 － 12,240

その他 217,629 295,046

流動負債合計 2,802,364 2,801,546

固定負債   

社債 430,000 240,000

長期借入金 3,146,850 3,066,100

退職給付引当金 162,006 169,681

役員退職慰労引当金 129,458 145,606

その他 107,738 86,259

固定負債合計 3,976,053 3,707,646

負債合計 6,778,417 6,509,193

純資産の部   

株主資本   

資本金 890,000 890,000

資本剰余金 961,593 961,593

利益剰余金 2,220,631 2,117,424

自己株式 △14,577 △14,851

株主資本合計 4,057,647 3,954,165

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 15,901 7,876

繰延ヘッジ損益 △111,352 △79,399

為替換算調整勘定 45,603 52,501

その他の包括利益累計額合計 △49,848 △19,021

純資産合計 4,007,799 3,935,143

負債純資産合計 10,786,216 10,444,337



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 623,935 25,133

減価償却費 519,977 468,462

持分法による投資損益（△は益） 13,174 9,987

減損損失 － 17,404

貸倒引当金の増減額（△は減少） △39,623 △58,237

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,409 △6,633

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 13,000 △28,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 425 7,675

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16,504 16,148

受取利息及び受取配当金 △113,394 △45,038

支払利息 133,029 111,186

投資有価証券評価損益（△は益） － 25,782

デリバティブ評価損益（△は益） △32,826 △18,426

為替差損益（△は益） 60,242 70,133

有形固定資産売却損益（△は益） △68,713 －

売上債権の増減額（△は増加） △235,891 484,478

たな卸資産の増減額（△は増加） 291,583 △110,030

その他の流動資産の増減額（△は増加） 83,962 △53,278

前渡金の増減額（△は増加） 1,178,146 201,216

仕入債務の増減額（△は減少） △76,127 △33,275

未払金の増減額（△は減少） 989 △330

その他の流動負債の増減額（△は減少） △190,604 93,955

保険積立金の増減額（△は増加） △6,911 742

その他 16,296 1,386

小計 2,189,583 1,180,442

利息及び配当金の受取額 47,359 109,228

利息の支払額 △134,805 △113,101

法人税等の支払額 △355,473 △222,732

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,746,663 953,836

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 50,000 －

有価証券の売却による収入 20,660 11,192

有形固定資産の取得による支出 △14,195 △204,984

有形固定資産の売却による収入 427,046 －

貸付けによる支出 △610,000 △1,270,000

貸付金の回収による収入 885,453 943,300

その他 △846 △18,917

投資活動によるキャッシュ・フロー 758,119 △539,408



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３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） △1,050,000 145,000

長期借入れによる収入 385,000 650,000

長期借入金の返済による支出 △861,230 △594,990

社債の発行による収入 292,175 －

社債の償還による支出 △780,000 △310,000

自己株式の取得による支出 △155 △274

配当金の支払額 △89,779 △107,759

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,103,989 △218,024

現金及び現金同等物に係る換算差額 △60,882 △61,223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 339,911 135,180

現金及び現金同等物の期首残高 792,080 1,131,992

現金及び現金同等物の期末残高 1,131,992 1,267,172



該当事項はありません。  

  

  ①「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   

 当連結会計年度より、「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20日）を適用

し、連結上必要な修正を行っております。     

 これによる損益に与える影響は軽微であります。  

  ②「資産除去債務に関する会計基準」の適用 

当連結会計年度より、「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。  

               

   （連結損益計算書） 

「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、当連結会計年度では、「少数株主損益調整前当期純利益」の科目で表示しております。 

   （連結貸借対照表） 

  ① 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「立替金」（当連結会計年度末の残高は451,428千円）は、資産

の総額の100分の５以下となったため、流動資産の「その他」に含めて表示することにしました。 

 ②「短期貸付金」は、前連結会計年度まで、流動資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計

年度において、資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記しました。  

   なお、前連結会計年度末の「短期貸付金」は500,903千円であります。 

当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適

用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」及び「その他の包

括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を

記載しております。  

（5）継続企業の前提に関する注記

（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

（7）表示方法の変更

（8）追加情報



  

  当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）   

         

            

  

  

（9）連結財務諸表に関する注記事項

（連結包括利益計算書関係）

  ※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益   

   親会社株主に係る包括利益        302,036千円   

   少数株主に係る包括利益                       －   

             計                  302,036   

  ※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益   

   その他有価証券評価差額金          1,941千円   

   繰延ヘッジ損益                            7,321   

   為替換算調整勘定                            275   

   持分法適用会社に対する持分相当額        △9,655   

             計                    △117   



前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 （注）１．事業区分は主たる業務内容によって区分しております。 

２．各事業の主な内容 

(1）海運事業………超低温冷蔵船運航及び超低温冷蔵船傭船業務、蓄養まぐろ加工運搬業務、船舶貸渡業務 

(2）貿易事業………輸出入貿易業務、冷凍まぐろ輸入代行業務、冷凍まぐろ販売業務 

(3）洋上給油事業…漁船向け燃油給油業務 

(4）その他事業……不動産賃貸業務 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、305,836千円であり、連結財務諸

表提出会社の管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、638,667千円であり、その主なものは、連結財

務諸表提出会社での余資運用資金（定期預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門

に係る資産等であります。 

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
海運事業 

（千円） 

貿易事業 

（千円） 

洋上給油 

事業 

（千円） 

その他 

事業 

（千円）

計 

（千円） 

消去又は 

全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高又は営業損益               

売上高               

(1）外部顧客に対する 

売上高 
 5,838,632  3,169,208  2,971,721  3,941  11,983,504  －  11,983,504

(2）セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

 －  －  －  3,360  3,360  (3,360)  －

計  5,838,632  3,169,208  2,971,721  7,301  11,986,864  (3,360)  11,983,504

営業費用  5,145,738  3,050,311  2,877,530  3,470  11,077,051  286,276  11,363,327

営業利益  692,894  118,896  94,191  3,830  909,813  (289,636)  620,177

Ⅱ 資産、減価償却費及

び資本的支出 
              

資産  7,029,113  2,347,772  729,964  40,699  10,147,549  638,667  10,786,216

減価償却費  509,521  5,476  2,499  345  517,843  2,133  519,977

資本的支出  11,215  306  524  3  12,050  137  12,187



前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分は国によっております。 

２．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、305,836千円であり、連結財務諸

表提出会社の管理部門に係る費用であります。 

３．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、638,667千円であり、その主なものは、連結財

務諸表提出会社での余資運用資金（定期預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門

に係る資産等であります。 

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

  （注）１．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所在する販売先への売上高であります。 

     ２．国又は地域の区分は、国によっております。 

     ３．その他の地域には大韓民国、シンガポール共和国などが含まれております。 

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（千円） 
パナマ 

（千円） 
台湾 

（千円） 
計 

（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高又は営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  11,501,672  471,188  10,644  11,983,504  －  11,983,504

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 101,249  857,467  11,781  970,498  (970,498)  －

計  11,602,921  1,328,655  22,425  12,954,003  (970,498)  11,983,504

営業費用  10,680,189  1,353,587  30,946  12,064,723  (701,396)  11,363,327

営業利益又は営業損失(△)  922,732  △24,932  △8,520  889,279  (269,102)  620,177

Ⅱ 資産  7,588,403  3,845,599  13,676  11,447,679  (661,462)  10,786,216

ｃ．海外売上高

  台湾 その他の地域 計 

Ⅰ海外売上高（千円）  2,304,179  2,490,778  4,794,957

Ⅱ連結売上高（千円）      11,983,504

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  19.22  20.78  40.01



当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

     

  当社グループの報告セグメントは、当社グループ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及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あり

ます。 

 当社グループは本社に事業・サービス別の部門を置き、各部門は、事業の内容について国内及び海外の包括的

な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは、業務部門を基礎として業務・サービス別のセグメントから構成されており、

「海運事業」、「貿易事業」、「洋上給油事業」、「船舶貸渡事業」及び「不動産事業」の５つを報告セグメン

トとしております。 

 「海運事業」は、超低温冷蔵船の運航及び傭船業務、蓄養まぐろ加工運搬業務をしており、「貿易事業」は、

輸出入貿易業務、冷凍まぐろ輸入代行業務、冷凍まぐろ販売業務をしており、「洋上給油事業」は、漁船向け燃

油給油業務をしており、「船舶貸渡事業」は船舶貸渡業務、「不動産事業」は、不動産賃貸業務をしておりま

す。 

   

   ２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報  

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）  

（注）１. セグメント利益の調整額289,636千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用289,636千円

          であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

      ２. セグメント資産の調整額638,667千円は、全社資産の金額であります。なお、全社資産の主なもの 

          は、提出会社での余資運用資金（現金及び預金）、投資有価証券等であります。  

     ３. セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

  

ｄ．セグメント情報

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 

（注１） 
 (注２） 

連結 
財務諸表 

 計上額   海運事業 貿易事業 
洋上給油 

事業 
船舶貸渡 

事業  
不動産事業 計 

売上高             

外部顧客への売上高  5,370,989  3,169,208  2,971,721 467,642  3,941  11,983,504  －  11,983,504

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 －  －  － － 3,360  3,360  (3,360)  －

計  5,370,989  3,169,208  2,971,721 467,642  7,301  11,986,864  (3,360)  11,983,504

セグメント利益     

又は損失（△） 
 715,906  118,896  94,191  △23,011 3,830  909,813 (289,636)  620,177

セグメント資産  3,730,294  2,347,772  732,446  3,296,336  40,699  10,147,549  638,667  10,786,216

その他の項目 

  

  減価償却費 

 

 

 230,272  5,476  2,514  279,233  345

 

 

 517,843

 

 

 2,133  519,977

 有形固定資産及び 

 無形固定資産の増加額 
 10,344  306  524  871  3  12,050  137  12,187



 当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

（注）１. セグメント利益の調整額261,661千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用261,661千円

          であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

      ２. セグメント資産の調整額600,639千円は、全社資産の金額であります。なお、全社資産の主なもの 

          は、提出会社での余資運用資金（現金及び預金）、投資有価証券等であります。  

     ３. セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

  

  

  

   

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 

（注１） 
 (注２） 

連結 
財務諸表 
計上額 

  
海運事業 貿易事業 

洋上給油 
事業 

船舶貸渡 
事業  

不動産事業 計 

売上高             

外部顧客への売上高  4,651,600  2,948,750  3,492,359 434,880  2,297  11,529,889  －  11,529,889

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 －  －  － － 3,360  3,360  (3,360)  －

計  4,651,600  2,948,750  3,492,359 434,880  5,657  11,533,249  (3,360)  11,529,889

セグメント利益     

又は損失（△） 
 251,944  108,554  79,629  △33,506 2,263  408,885 (261,661)  147,223

セグメント資産  2,896,867  2,794,777  1,099,180  3,029,824  23,047  9,843,697  600,639  10,444,337

その他の項目 

  

 減価償却費  

 

 

 178,980  4,698  2,224  279,283  337

 

 

 465,524

 

 

 2,937  468,462

 減損損失   －  －  －  －  17,404  17,404  －  17,404

 有形固定資産及び 

 無形固定資産の増加額 
 183,721  1,774  9,862  545  27  195,930  1,754  197,684



(注)１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  該当事項はありません。 

      リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付に関する  

    注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示は省略しております。 

（１株当たり情報）

  

前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額（円）  667.15  655.16

１株当たり当期純利益金額（円）  50.29  0.82

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額（円） 

 なお、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

  

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）  302,153  4,924

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  302,153  4,924

期中平均株式数（株）  6,007,585  6,006,843

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

  ──────────   ────────── 

（重要な後発事象）

（開示の省略）



役員の異動（平成23年6月29日予定） 

  

1.新任監査役候補 

  

  常勤監査役        磯部 正雄  （現 取締役管理部長） 

  監査役（社外）      宮﨑  潤  （現 東栄開発株式会社 代表取締役） 

  

2.補欠監査役候補（社外）   水谷  勇  （現 水谷公認会計士事務所 所長） 

          

3.退任予定監査役 

  

  監査役          中村 正大 

  監査役（社外）      小幡  浩 

                                     以上   

５．その他
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