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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 4,615 6.7 54 ― 47 ― 14 ―
23年3月期第1四半期 4,327 34.8 △4 ― △14 ― △120 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 0百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △93百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 1.24 ―
23年3月期第1四半期 △10.21 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 13,701 5,189 37.8
23年3月期 14,091 5,307 37.6
（参考） 自己資本  24年3月期第1四半期  5,176百万円 23年3月期  5,293百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 9,009 1.8 303 △32.2 295 △29.1 158 24.5 13.39
通期 18,220 1.5 938 △7.8 922 △5.6 540 23.1 45.77



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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等については、添付資料P
2「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 11,800,000 株 23年3月期 11,800,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 2,852 株 23年3月期 1,879 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 11,797,878 株 23年3月期1Q 11,800,000 株
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当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による製造業の生産縮小や原

子力災害の長期化に伴う電力の供給不安等により、景気の見通しが不透明な状況で推移しました。 

  このような状況のもと、当社グループの中核である内航海運業においては、主要荷主である鉄鋼メー

カーの粗鋼生産量が、震災による影響等により前年同期を下回る水準で推移し、鋼材輸送量についても

減少しました。電力関連貨物については、原子力発電所事故の影響で石炭火力発電所の稼働が高まった

ため輸送量は増加しました。また、夏場の電力需要に対応するため関東・東北地域の火力発電所向け燃

料用石炭のスポット輸送が発生しました。その他一般貨物の荷動きについては、震災の影響によりメー

カーの生産量が減少していることから低調に推移しました。 

  また、船舶の入渠が、第一四半期に集中することにより修繕費等のコストが例年どおり増加しまし

た。  

  港湾運送事業については、震災による事業域内の港湾施設の損壊で海上輸送が停滞したことや骨材需

要も低迷したため、取扱い船舶隻数が減少いたしました。 

  ＬＰＧタンクローリー等輸送事業は、石油製品は堅調に推移いたしましたが、ＬＰＧ輸送の需要減少

により、輸送量は若干減少いたしました。 

 以上により、当社グループの当第1四半期連結累計期間の売上高は46億15百万円（前年同期比２億88

百万円増）、営業利益は54百万円（前年同期は４百万円の営業損失）、経常利益は47百万円（前年同期

は14百万円の経常損失）、四半期純利益は14百万円（前年同期は１億20百万円の四半期純損失）となり

ました。 

  

資産、負債及び純資産の状況  

当第１四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産137億１百万円（前連結会計年度末

比３億90百万円の減少）、負債85億11百万円（前連結会計年度末２億72百万円の減少）、純資産51億89

百万円（前連結会計年度末比１億17百万円の減少）となりました。 

  資産の減少要因は、主として短期借入金の返済等により現金及び預金が３億18百万円減少したことに

よるものであります。 

  負債の減少要因は、主として短期借入金３億円の返済を行ったことによるものであります。 

  純資産の減少要因は、主として配当金の支払い１億17百万円を行ったことによるものであります。 

  

今後の見通しにつきましては、「平成23年３月期決算短信」（平成23年４月28日付）で公表した内容

に変更はございません。 

  

１．当四半期決算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

（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。 

  

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表等

（１）四半期連結貸借対照表
（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年3月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部
流動資産
現金及び預金 2,173,243 1,854,882
受取手形及び営業未収入金 4,174,205 4,232,732
たな卸資産 237,645 225,275
前払費用 104,522 162,137
繰延税金資産 64,935 39,246
その他流動資産 91,805 91,850
貸倒引当金 △239 △185
流動資産合計 6,846,118 6,605,940

固定資産
有形固定資産
船舶（純額） 6,031,136 5,939,329
土地 93,267 93,267
リース資産（純額） 49,218 45,313
その他有形固定資産（純額） 102,014 103,928
有形固定資産合計 6,275,636 6,181,838

無形固定資産
ソフトウエア 7,735 191,205
ソフトウエア仮勘定 208,453 －
電話加入権 6,020 6,020
無形固定資産合計 222,209 197,226

投資その他の資産
投資有価証券 436,862 416,336
長期貸付金 510 495
長期前払費用 722 587
繰延税金資産 84,903 82,177
その他長期資産 224,248 216,474
投資その他の資産合計 747,247 716,070

固定資産合計 7,245,094 7,095,135
資産合計 14,091,212 13,701,075
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年3月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部
流動負債
支払手形及び営業未払金 1,887,229 2,157,699
短期借入金 1,300,000 1,000,000
1年内返済予定の長期借入金 503,921 503,921
リース債務 15,505 15,641
未払金 3,283 156,113
未払法人税等 157,673 17,527
未払消費税等 69,315 25,028
未払費用 34,961 42,024
賞与引当金 136,314 35,740
役員賞与引当金 25,396 4,793
その他流動負債 119,039 163,784
流動負債合計 4,252,641 4,122,274

固定負債
長期借入金 3,583,494 3,494,264
リース債務 35,044 31,082
繰延税金負債 64,620 38,003
退職給付引当金 283,253 287,784
特別修繕引当金 443,924 428,053
負ののれん 75,540 66,097
その他固定負債 45,489 44,001
固定負債合計 4,531,366 4,389,287

負債合計 8,784,007 8,511,562
純資産の部
株主資本
資本金 718,000 718,000
資本剰余金 308,435 308,435
利益剰余金 4,178,609 4,075,213
自己株式 △502 △877
株主資本合計 5,204,542 5,100,771

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 88,658 75,794
その他の包括利益累計額合計 88,658 75,794

少数株主持分 14,003 12,947
純資産合計 5,307,204 5,189,513

負債純資産合計 14,091,212 13,701,075
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

売上高 4,327,074 4,615,206
売上原価 3,930,046 4,142,454
売上総利益 397,028 472,752
一般管理費 401,813 418,512
営業利益又は営業損失（△） △4,785 54,239
営業外収益
受取利息 147 70
受取配当金 3,234 5,332
負ののれん償却額 9,442 9,442
不動産賃貸料 2,378 2,365
助成金収入 2,284 3,527
その他営業外収益 3,178 2,310
営業外収益合計 20,666 23,048

営業外費用
支払利息 22,720 19,303
為替差損 5,670 7,547
その他営業外費用 2,111 2,767
営業外費用合計 30,501 29,618

経常利益又は経常損失（△） △14,620 47,669
特別損失
投資有価証券評価損 18,371 －
為替換算調整勘定取崩額 77,296 －
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,892 －
ゴルフ会員権評価損 － 7,543
特別損失合計 103,560 7,543

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（△） △118,180 40,125

法人税、住民税及び事業税 6,689 16,137
法人税等調整額 △3,726 10,334
法人税等合計 2,962 26,471
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損
益調整前四半期純損失（△） △121,142 13,654

少数株主損失（△） △696 △930
四半期純利益又は四半期純損失（△） △120,445 14,585
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△） △121,142 13,654

その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △46,583 △12,989
為替換算調整勘定 73,906 －
その他の包括利益合計 27,323 △12,989

四半期包括利益 △93,819 665
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益 △92,967 1,721
少数株主に係る四半期包括利益 △851 △1,055
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当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

 該当事項はありません。  

  

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）  

１．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  

 
  

２．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。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

 
  

２．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１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

 該当事項はありません。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

       （単位:千円）
 
   報告セグメント

その他 合計 調整額 
（注）

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

   内航海運事業

 売上高     
 外部顧客への売上高 4,184,207 142,866 4,327,074 ― 4,327,074
     
 セグメント間の内部売上高 

又は振替高 ― 11,859 11,859 △ 11,859 ―

     
 計  4,184,207 154,726 4,338,933 △ 11,859 4,327,074
 セグメント利益又は損失（△）  △17,640 12,255 △ 5,385 600 △ 4,785
（注）セグメント利益又は損失の調整額600千円は、セグメント間取引消去額であります。

       （単位:千円）
 
   報告セグメント

その他 合計 調整額 
（注）

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

   内航海運事業

 売上高     
 外部顧客への売上高 4,476,239 138,966 4,615,206 ― 4,615,206
     
 セグメント間の内部売上高 

又は振替高 ― 5,195 5,195 △ 5,195 ―

     
 計  4,476,239 144,162 4,620,402 △ 5,195 4,615,206
 セグメント利益  51,091 2,548 53,639 600 54,239
（注）セグメント利益又は損失の調整額600千円は、セグメント間取引消去額であります。

（５）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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